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神奈川県 応援しております!!!

東京都 飯塚市発展のために使ってください。

京都府 父親の出身地です！

京都府 一度、行ってみたいですね！

京都府 父親の出身地です。一度、行ってみたいです！

兵庫県 がんばれ飯塚！

静岡県 飯塚市のますますの発展を記念しております。

北海道
妊婦健診の全額助成と、出産祝い金をお願いします！ 未来を担う子供を産み育てやすい市町村になって

いただけますように。

東京都 今年も応援します。 頑張って下さい！

東京都 色々も世知辛い昨今ですが 皆で頑張りましょう！

東京都 頑張ってください

愛知県 頑張ってください！

埼玉県 これからも頑張って下さい。

大阪府 妻が福岡市内出身なので、福岡を応援します。

東京都 福岡大好きな街ですので是非、頑張ってください！

千葉県 これからも頑張ってください！

山梨県 コロナに負けず頑張ってください。

福岡県 筑豊地方が大好きで良くお出かけさせて頂いております。これからも、発展していってください。

埼玉県 数回応援していますが、コロナが落ち着くまで皆さん頑張りましょう。

三重県
長男にも、ハンバーグを送ります。

今年に入って3つ注文させていただきました。

三重県

毎年　こちらのハンバーグを頼んでます。

今から　長男の方にも申し込ます。

本当にありがたいです。

大阪府 頑張ってください。

佐賀県 がんはってください

東京都 頑張ってください！

愛知県
中々九州のお茶を頂く機会がない為評価も良く早く届くとのことでしたのでこちらを選びました。

微力ですが、役に立てればと思います。

千葉県 海苔が大好きで毎朝欠かせません。 コロナに負けずおいしい海苔を作り続けてください！

埼玉県
がんばってください

応援しています

神奈川県 いつも利用させていただいてます。

愛知県 ウクライナ難民の受け入れ応援致しております！

神奈川県
子供がハンバーグ大好きなので助かっています。

個別包装で温めるだけなのもグッド◎

東京都 子供達の健全な育成に役立て下さい

東京都
初めてのふるさと納税を活用させていた来ました！

これからも定期的に活用させていただきたいと思います！

埼玉県 頑張って下さい！

大阪府 頑張ってください。

神奈川県
福岡県は8年前息子がインターハイ出場応援に行きました。何処も観光せずに帰ってきてしまったので今度は

ゆっくり行きたいと思います。



大阪府
福祉施設従事者です。コロナ感染で大変な苦労、犠牲者までと世論とは全く違う中で仕事をしています。少

しでも福祉の現場へと思います。

広島県 コロナに負けないで！

東京都 飯塚市の益々の発展を祈念しております。

埼玉県 暮らしやすいまちづくりを応援しています。

東京都 コロナが落ち着いたらいつか行ってみたいです。

愛知県 頑張ってください！！

岐阜県 コロナに負けず頑張って下さい！

栃木県 市の振興発展に寄与する

神奈川県 お年寄りではなく、子供の未来のためにお金を使ってください。

愛媛県
学生時代(30年前)に４年間お世話になった街です。

偶に飯塚市に伺いますが急速に発展して面影が残っているのは嘉穂劇場周辺位ですが懐かしくなります。

奈良県 教育関係の発展に尽力お願いします。

山口県 魅力ある都市造りを期待しています

長野県
コロナ収束したら1番に行きたいのが福岡です。

飯塚市をあまり知らなかったので その際は足を伸ばしてぜひ観光させてもらいます。

大阪府 素晴らしい市になることを期待いたします。

石川県 応援しています。

福岡県 飯塚市大好きです。コロナに負けず頑張ってください

静岡県 子育て支援を応援しています。

千葉県 些少ですが役立てて下さい。

長野県 美味しいハンバーグを頂いているので、ぜひこれからも栄えて欲しいです。

東京都 子供たちの未来のために役立ててください。

神奈川県 住みやすい街を目指して頑張ってください！

広島県 子育て支援します!

東京都 少しでも子ども達が元気に過ごせますように！

北海道 コロナ後にはおいしいものをいっぱい食べに旅行したいです。

兵庫県 飯塚市さんの益々の発展をお祈りします。

千葉県 貴市の益々のご発展を。

福岡県
大雨、増水のたびに遠賀川流域の飯塚市を心配しています。

知人も住んでおり、災害対策など充実させてください。

兵庫県 豊かな町づくり応援しております。

愛知県 頑張って下さい。

北海道 新型コロナウイルスの影響はまだまだ続きそうですががんばりましょう!!

奈良県 頑張ってください。

愛知県 ハンバーグで世界一目指してください。

東京都 地域活性化を頑張りましょう

奈良県 頑張って下さい

和歌山県 昨年もふるさと納税で頂戴して、とても良かったので、また応援したいと思います。

北海道 これからも頑張ってください。

北海道 これからも頑張ってください。

神奈川県 九州の活性化に期待しています。頑張ってください。

茨城県 頑張ってください

東京都 がんばれー

三重県 寄付金を有意義にお使い下さい。

東京都 後継者を育てて飯塚市が繁栄する事を望みます。



大阪府 応援しています。頑張ってください。

北海道 いつか行ってみたいと思っています。

群馬県 頑張れ　飯塚市のうまいもの充実期待

茨城県 頑張って下さい。

宮城県 子供達が安心して暮らせる街作りに是非励んでください。応援しています。

北海道 応援しています。

佐賀県 がんばってください

大阪府 コロナに負けず、子供たちを守ってください

東京都 障害者福祉につかってください

石川県 未来の子供たちがより良く過ごせるまちづくりをお願い致します。

大阪府 頑張ってください！

神奈川県 Hang in there!

神奈川県 更に魅力ある町にして下さい。

和歌山県 頑張ってください

東京都 暮らし安い街創りを推進してください！

愛知県 ずっと旅行もいけなくて、愛知県から出れませんが、地方のものを取り寄せできて嬉しいです。

青森県 美味のコーヒー続けてほしい

兵庫県 頑張ってください

東京都
祖父の出身だったこともあり、飯塚市応援しています。

お礼の品が魅力的なのも楽しみです。

愛知県 がんばれ飯塚！

福岡県 いつも、いつも応援しております！ビバ麻生！

兵庫県 コロナに負けず頑張って下さい。

東京都 美味しそうなのでお願いしました！！

神奈川県 貴市の産業振興の一助となれば幸甚です。

岐阜県 子供たちのために、未来のために使用してください。

神奈川県 おいしいコーヒーありがとうございます。

兵庫県 旅行で訪問したいです。

東京都 飯塚市、頑張って下さい！

大分県 コロナが落ち着いたら伝右衛門邸に行きたいです！

三重県 美味しかったのでリピートです。

熊本県 美味しいコーヒーをありがとうございます！益々のご発展を応援しております。

兵庫県 平日の午前中の配達でお願いいたします。

群馬県 2021年に続き今年も寄付しまーす。

東京都 飯塚オートレース、応援しています。

千葉県 行ったことがないので、コロナ明けに行ってみたいです！がんばれ、飯塚市！！！

大阪府
初めてのふるさと納税を飯塚市に寄付を致しました！コロナ禍の世の中ですが、地域活性化に向けて

がんばってくださいo(^o^)o

大阪府 少ないですが、福祉の向上に役立ててください。

和歌山県 応援しています。

福岡県
昨年もふるさと納税しました。

今年も応援致します。

長崎県 飯塚市民の皆様が安心して暮らせる市民社会づくりを願っています。

千葉県 子どもが安心して学べる環境づくりにお役立てください

神奈川県

仕事の関係で頻繁に往復していた福岡県への訪問も、昨年はたったの一回。コロナ禍が収まっても従来のよ

うな頻度では訪問できなくなりそうです。 もともと九州は大変好きな観光地が沢山あるので、今後は、貴市

を始め観光目的での訪問を検討したいです。

東京都 頑張ってください！



福岡県 子供、若者や老人により住みよいまちづくりを目指してください。

千葉県 福岡県に祖父母の実家がありますが行けない思いがあります。 落ち着いたら行きたいです!!

神奈川県 昔仕事で行ったことあります。頑張ってください。

山口県 商店街がさびれているので、何とかしてください

長野県 僅かですがお役立てください

埼玉県
リピートさせていただきます。

コロナ禍ですが、頑張りましょう。

福岡県 美味しいものが多い地域ですので、この得意分野をどんどん発展させてください。

神奈川県 貴市の産業振興の一助となれば幸甚です。益々の発展を祈念します。

長崎県 特色ある元気な活力のある街づくりを期待しています。

千葉県 応援しています

兵庫県

私の出身地、大好きな飯塚市?☆(´▽`)☆?

これからも、もっと頑張って欲しいです。

遠くからでも応援します。

皆様も応援をどうぞよろしくお願いします。

愛知県
こんな時代だから　余計に頑張ろう

街に活気をとり戻せ　みんなの力で

宮城県 コロナに負けず突き進んでください！

北海道
私はサッカーをやっており、日本サッカー協会のGK最高位ライセンスも取得しております。

飯塚高校のサッカーに注目しております。これからも頑張ってほしいです。

愛知県 頑張ってください

神奈川県
会社の友人が、お弁当や・夕ご飯が豪華になり、手作り以上のプロの味だと褒めていたので注文します。

西の横綱の福岡県飯塚市の皆さんオミクロン株コロナウィルスに負けずに頑張ってください。

青森県 コロナにまけず頑張りましょうね

東京都 ふるさと納税で飯塚市がより住みやすくなることを応援しております。

東京都 頑張ってください！

千葉県 美味しいデコポンを楽しみにしています。飯塚市の発展を祈念いたします。

新潟県 お互いに頑張りましょう！

福岡県
発達障害者やひとり親家庭の負担が少しでも軽くなります様に。

皆んなで協力しあって、飯塚市が住み良い町になります様に。

大阪府 頑張ってください

神奈川県
アビスパサポーターなのでフレンドリータウンに寄付させてもらいました。これからもよろしくお願いしま

す。

千葉県 市民のために直結する事業に役立ててもらいたいです。

大阪府 未来を担う子供たちが住みやすいまちにして下さい！

神奈川県 微力ながら応援させていただきます。

徳島県 いつか遊びに行きます。頑張って下さい。

埼玉県 コロナで大変ですが、もうひと踏ん張り、頑張りましょう。

東京都 有効にお使いください。

埼玉県 3回目の寄付になります！ 前の分もなくなり、子供たちも楽しみに待ってます！

千葉県 コロナに負けず頑張りましょう。

東京都 初めてのふるさと納税で、こちらのハンバーグに決めさせていただきました。これからも応援しています。

神奈川県 少ないですがご活用下さい。

東京都 河川等整備に役立ててください。

鹿児島県 頑張ってください

奈良県 これからも応援します。



宮城県 2週間ほど前にも寄付しました。 貴市を応援したく、再度、同額を寄付します。

東京都 有意義に使ってください、応援してます。

滋賀県 コロナで旅行にも行けない日が続いていますが、行ける日が来たら福岡に行きたいと思っています。

神奈川県 寄付金を有効に使ってください。

石川県 高齢者に優しい街づくりをお願いします

静岡県 頑張ってください。

大阪府
コロナウイルスの一日も早い収束を願っております。

落ち着きましたら観光に、是非訪れたいと思っております。

山形県 良いまちづくりを期待します。 これを機に遊びに行きたいと思います。

東京都 ふるさと納税で美味しい返礼品をいただき、ありがとうございます。

大阪府

応援してます。

頑張ってください。

お礼の品、美味しく頂きます。

有難うございます。

群馬県 微力ながら、経済の活性化にお役立てられれば、幸いです。

東京都 子供達の健全な育成に役立てて下さい

愛知県 応援しています！

熊本県 少しでもお役に立てればと思います。

東京都 コロナ禍で大変ですが、頑張ってください。

千葉県 飯塚いいとこですね。仕事で暫し過ごしたのですが良い思い出ばかりです。

三重県 子供が健やかに育つ街づくりを応援します

東京都 福岡出身です！！福岡は美味しいものの宝庫なので、これからも色々なうまかもんを期待しています。

神奈川県 ツーリングで行きます

福岡県 頑張れ！飯塚！

兵庫県
リピーターです。地域特産品のふるさと納税で、まさに太っ腹ですね。今後も応援させて頂きます。

頑張ってください。

神奈川県 昨年美味しかったので、楽しみにしております。

兵庫県 飯塚市さんの益々の発展をお祈りします。

静岡県 コロナに負けないで

愛知県 飯塚市の皆様、毎日のお仕事お疲れ様です。 まだまだ寒い日が続きますがお体ご自愛下さい。

滋賀県 頑張ってください

神奈川県 これからも魅力ある返礼品をお願いします。応援してます。

大阪府 「ダチョウはアホだが役に立つ」読みました。

神奈川県 応援してます

京都府 応援しています。

千葉県 福岡の個性がほしい

宮城県 応援しています

静岡県 コロナに負けず頑張ってください

千葉県 市の発展を祈念しています。

沖縄県 おいしいハンバーグを期待してます。よろしくお願いします。

東京都 ご発展を祈念します。

愛知県
初めてのふるさと納税です。

街づくりの一助になればと思います。

神奈川県 貴市が発展されますことを祈念します。

滋賀県 いつもご苦労様です。頑張って下さい。

長崎県 がんばってください！



東京都
コーヒーで応援してます。

綺麗な川づくり応援してます

大阪府 くだらない施設を作る等には使用しないでください。

東京都 飯塚町のご発展を祈念しております。

神奈川県 オミクロンも心配ですが頑張りましょう!

静岡県 以前もお世話になりました。とてもおいしいコーヒーです。頑張ってください

東京都 是非とも有益にご使用いただけると幸いです。すばらしい返礼品をありがとうございます。

大阪府

教育と文化で人を育てることが、町の維持・発展に欠かせないと思います。 頭の良い子ほど、故郷から離れ

ていってしまうのが、残念ですが、良い教育を受けた人は良い思い出を地元に持ち続けると信じたいです。

少なくとも、「いじめ」のような最も残念な事が生じないような教育現場が充実することを願うばかりで

す。

兵庫県 いつもコーヒーおいしく頂いています。飯塚市発展を願っています。

神奈川県 九州の活性化を期待しています。頑張ってください。

徳島県
はじめてふるさと納税をします。商品が届くのを楽しみにするとともに、コロナが落ちついたら九州にも行

きたいです。

東京都 魅力あるまちづくりを応援します。是非福岡に行った際には寄ってみたいと思います。

奈良県
美味しくいただきます

これからも頑張ってください

東京都 少しでもお役に立てれば幸いです。

愛知県 街づくりに尽力してください。

北海道 地場産業の隆盛を祈念しています

東京都 応援しています

神奈川県 微力ながらですが、地域の生活基盤の充実にお役立てください。

東京都 微力ながら応援させて頂きます。

東京都
日本のふるさと納税制度は本当にいいです、そして応援します！地方発展は頑張ってください、よい2022

へ。

東京都 楽しみにしています。

東京都 飯塚市のご発展を祈念しております。

北海道 頑張ってください。

東京都 初めての寄付です。 頑張ってください。

千葉県 コロナ大変ですが頑張って行きましょう！

神奈川県 少しでもお役に立てれば嬉しいです。

千葉県 けっぱれ！

神奈川県 子供は社会の宝。子供を育てやすい環境づくりをよろしくお願いします。

神奈川県 素敵な街づくりに少しでも貢献できたらうれしいです。

東京都 これからも美味しい特産品楽しみにしております！

東京都 コロナ明けたら行ってみたいです。

東京都
食は生きるための基本。おいしい農産物、海産物などの生産者応援と子供たちの未来を豊かにすることで、

町が活性化することを願っています。一緒に頑張っていきましょう！

東京都 福岡県飯塚市の発展を願います

大阪府 ますますの繁栄を～応援しています♪

栃木県 子育て支援に力を入れて欲しいです

神奈川県 お忙しいでしょうが,頑張ってください。

北海道 観光事業に応援しておます

京都府 応援しています。頑張ってください。

福岡県 飯塚の文化・教育のために、応援しております。

石川県 頑張ってください



兵庫県 頑張って下さい！

神奈川県 毎年応援しております！コロナ終息したらそちらに旅行したいです。

東京都 子供たちの将来のために使ってください。

奈良県 自然が沢山あって行ってみたいです。

神奈川県 頑張ってください！

神奈川県 福岡は、旅行で年1回くらい行きます。今後もよろしくお願いします。

神奈川県 環境の整備に活用頂ける様よろしくお願いします。

千葉県 街の発展に少しでも寄与すれば幸いです。

神奈川県 頑張ってください！

福井県 よろしくお願いします。

滋賀県 子供たちに役立つことに使ってください。

兵庫県 応援しております！

静岡県
昨年も寄付させて頂きました！

美味しい返礼品をありがとうございました！ハンバーグが美味しかったです！

大阪府 コロナが落ち着いたら 旧伊藤伝右衛門邸や伊川温泉に行ってみたいです。

愛知県 遠くからですが応援しています??

群馬県 いつも寄付しながら応援してます！

福岡県 がんばれ

神奈川県 初めてふるさと納税します。コロナで大変ですが頑張って下さい。

東京都 いつも応援しています！

東京都 頑張ってください！

神奈川県 文化の継承と住み易い安全な生活が送れる街づくり

東京都 頑張って下さい。

大阪府 コロナで大変ですが頑張ってください

東京都 頑張ってください！

鳥取県 頑張って下さい！

埼玉県 コロナに負けず頑張ろう！

東京都 ぜひ有効活用してください！

茨城県 応援しています！

神奈川県 コロナに負けずがんばれ！

愛知県 コロナに負けないよう頑張ってください

大阪府 応援しています！

福岡県 地域の活性化にお役立てください

東京都 頑張ってください！

神奈川県 光り輝く街づくりに向けて頑張って！！

富山県 教育の充実にお使いください

大阪府 応援しております！

愛知県 コロナ禍みなで乗り切りましょう！

千葉県 ポイント制導入してください。

千葉県 ポイント制を導入してください。

東京都 旅行に行く際は訪問したいと思います。

熊本県 大好きな町です。応援してます。

大阪府 応援しています。

東京都 グルメといえば　福岡！^_^

千葉県 コロナ禍で大変かと思いますが、頑張って下さい。

静岡県 素敵な市づくりを頑張ってください。

東京都 頑張ってください！！

鹿児島県 応援してます！



兵庫県 立派な牛を育てて下さい。

埼玉県 生保以外で使ってください

東京都 飯塚市の皆様、地域活性化で盛り上げましょう。

滋賀県 町づくりに活用してください。

神奈川県 頑張ってください

京都府 少しではありますが、お役に立てると嬉しいです。

茨城県 応援しております

和歌山県 これからも応援しています

福島県 頑張ってください！

東京都 人々が幸せに暮らせるように引き続きよろしくお願いします。

福岡県 いつまでも頑張って！！

山形県 これからも地域活性化のために頑張って下さい！山形から応援してます?

兵庫県 お世話になります。 お住いの皆様が健やかにお過ごしになれるよう、微力ながら寄附させて いただきます。

群馬県 がんば！

東京都 飯塚市のまちづくり推進に活用していただきたいです

茨城県 応援しています

埼玉県 街の活性を期待しております

三重県 頑張ってください!!

東京都 頑張ってください。

長崎県 頑張ってください

大阪府 頑張ってください。

大阪府 Withコロナで頑張りましょう

山口県 返礼品ありがとうございます

愛知県 応援してます

岩手県 町の発展をお祈り申し上げます。

兵庫県 頑張ってください！

埼玉県 応援しています

東京都 今後も応援しております！

千葉県 大学の同級生が住んでいます♪

群馬県 これからも安心で美味しいものづくりをお願いします。

大阪府 今後の益々の発展をお祈りしています。

神奈川県 応援しています！

愛知県 頑張って下さい。

埼玉県 地域活性化に役立てば嬉しいです

東京都 頑張って下さい。

茨城県 ご活用ください。宜しくお願い致します。

鹿児島県 飯塚市に遊びに行きます！

東京都 初めて利用させていただきます。返礼品、楽しみにしております。

兵庫県 応援しています。頑張って下さい！

大阪府 少しでも地域振興に役立てていただけたら幸いです。

千葉県 楽しみです！

東京都
私の故郷です。どうぞ古くても良いところは残しながら、若い人達がずっと住みたいと思う街にして欲しい

です。

愛知県 色々と大変な時期ですが引き続きがんばってください

東京都 1月10日以降の到着でお願いいたします。

大阪府 地域に少しでもお役に立てていただければ幸いです。

愛知県 コロナに負けず頑張ってください



三重県 子供の教育に使用してください。

神奈川県 まだまだコロナの落ち着かない時期ですが、こどもたちのために教育への支援にどうぞお役立てください。

東京都 福祉の充実を期待しています

東京都 コロナに負けずに頑張りましょう！

福岡県 頑張ってください

埼玉県 頑張って下さい！

兵庫県
去年も美味しいハンバーグが届き感動したので、今年も申し込みさせて頂きます。よろしくお願い致しま

す。

愛知県 これからも頑張って地域を盛り上げてください

埼玉県 ホークスファンなので、いつか観戦に行けたら寄りたいと思いますので、頑張ってください。

奈良県 活力あるまちづくりにご活用ください。

東京都 環境を綺麗に

愛知県 お待ちしてますー

北海道 寄付させて頂きました。よろしくお願いします。

奈良県 活力あるまちづくりにご活用ください。

兵庫県 コロナに負けず、頑張ってください。

兵庫県 コロナに負けず頑張ってください。

愛知県 今年も頑張ってください！応援しております。

大阪府 コロナに負けず頑張りましょう。

徳島県 頑張ってください！

北海道 寄付させていただきました。よろしくお願いします。

東京都
飯塚市へは行ったことはありませんが、昨年も寄付させていただきました。 少しでもお役に立てれば幸いで

す。

香川県 応援しています！

神奈川県 いつもありがとうございます。

東京都 応援しております。

埼玉県
昨年に続き寄附させて頂きました。福岡は私が高校まで育った土地で、馴染みの地名をみると嬉しくなりま

す。

千葉県 コロナに負けず頑張ってください。

兵庫県 地方自治体さまにとって大変な情勢が続いていますが、微力ながら応援させていただきます。

熊本県 様々な事業にご活用ください！

京都府 日本を再び強くしましょう

千葉県 子供たちへも教育を向上させて下さい。

東京都 初めての申し込みです、よろしくお願いします。

東京都 明るい未来のために頑張ってください！

栃木県 リピです。飯塚市を知りました。

東京都

コロナ禍になり2年が経ちました。 生きるために必要なさまざまな仕事をする人々を暗い気持ちにさせ、そ

んな日常生活の日々がこれからも続いてしまうかもしれませんが、少しでも明るい未来になると願い寄付さ

せて頂きます。頑張ってください。

大分県 コロナで大変ですが、お互い頑張りましょうね 前回美味しかったので今年も頼みます

秋田県
このふるさと納税を通して飯塚市について知りました。これを縁にこれから調べていきたいと思います。

ますますのご発展をお祈り申し上げます。

東京都 頑張ってください！

岩手県 水道事業に従事しています。インフラ整備に活用願います。

千葉県 僅かですがご活用ください。機会があれば遊びに行きたいと思います。



三重県 楽しみにしております。

京都府 頑張ってください

神奈川県 頑張ってください

愛知県 頑張ってください。

北海道 頑張って下さい

東京都 毎年お世話になっております。歴史を守る街づくりと治安の改善のために役立てて下さい。

埼玉県 コロナなどに負けない街づくりをして下さい。応援しています。

東京都 飯塚市への発展のためにご使用ください！

神奈川県 少しでもお役にたてることを願っております。

奈良県 大変な時期ですが頑張って下さい。応援してます！！

兵庫県
職場のメンバーでこの制度使ってみようと今回初めてのチャレンジです。

いつか感染症が収まったトキには訪れることが出来ますように楽しみです。

山梨県 初めて購入させていただきます。 楽しみにたべさせてもらいます。

沖縄県 未来ある子供のために使ってください。

千葉県 応援してます

東京都 地域発展、頑張って下さい

香川県 コロナ禍ですが頑張りましょう

愛知県 応援してます！

大分県 コロナに負けず頑張って下さい

富山県 がんばってください

東京都 少しでも寄付がお役に立てればと思います。

富山県 わずかですが行政に役立ててください

兵庫県 これからも美味しいもの提供お待ちしてます！

大阪府 微力ながら応援してます

東京都 頑張ってください。

神奈川県 みんなで頑張りましょう。

石川県 コロナ渦で大変だと思いますが頑張ってください。 ハンバーグ楽しみに待っています。

長崎県 福岡は大好きなところです。 九州のあこがれ。

愛知県 有効利用お願いします

東京都 若者に税金を投入してください。

茨城県 応援してます！

京都府
返礼品のハンバーグがとても美味しく、今後、さらに魅力的な返礼品を用意されることも期待して、

今年も寄付します笑

岡山県 頑張ってください

岡山県 がんばってください。応援しています。

東京都 がんばってください。

大阪府 子供達により良い環境になるようよろしくお願いします！

熊本県 ささやかながら、応援いたしております。

新潟県 お互い頑張りましょう

富山県 頑張ってください

広島県 頑張ってください

熊本県 頑張って下さい。

千葉県 応援してます。

東京都 これからも返礼品の充実を頑張って下さい。

新潟県 頑張ってください

北海道 頑張って下さい！

愛知県 飯塚市出身です。元気な地元であって欲しいと応援しています。



東京都 緊急事態宣言は解除されていますが、まだまだ気を抜けない状態です。まちづくり推進頑張ってください。

大阪府 寒さに負けずがんばってください！

大阪府 頑張って!

大阪府
ここ数年、毎年こちらのハンバーグが楽しみで寄付させて頂いております。 一度食べたら家族全員がやみつ

きになりました。 機会があったら飯塚市にも遊びに行ってみたいです。

東京都 頑張ってください！

東京都 いつも寄付をさせて頂いています。 コロナ等で大変だと思いますが、がんばって下さい。

北海道 地域振興のためお役立てください

滋賀県 子どもたちの健やかな成長を応援しています。

群馬県 良い街作りに頑張ってください。

東京都 いじめのない町作りを

千葉県 応援しています！遊びに行きます。

東京都 福岡大好きです！頑張ってください！！

東京都 コロナ乗り越えましょう！

静岡県 おう

宮城県 将来の飯塚市を担う人材の育成に期待し、ふるさと納税により応援したいと思います。

大阪府 頑張れ

新潟県 がんばってください

神奈川県 笑顔いっぱいの未来を応援しています！

東京都 子ども達の成長に役立ててください。

熊本県 頑張って～頑張って～応援してま～す！

京都府 知人の出身地で、活性化を期待しています

千葉県 これからも良いお仕事をなさってください｡

大阪府 頑張れ?

神奈川県 頑張って下さい！

群馬県 教育に力を入れて頑張ってください。

三重県
親の出身地(のはず)。

応援してます！

埼玉県 発送は出来るだけ遅めにお願い申し上げます

神奈川県
子育てなどの支援に活用してほしいです

コロナが落ち着いたら観光行きます

東京都 素敵な街づくりを期待しております。

広島県 頑張ってください

神奈川県 応援しています。

大分県 大好き?飯塚

愛知県 暮らしやすい街づくりをおねがいします

静岡県 まちづくり応援しています

東京都 飯塚市の発展をお祈りしています。

埼玉県 動物愛護に力を注いでください!

大阪府
初めて寄付させて頂きます。

ささやかですが有意義に使って頂けると幸いです。

広島県 応援してます！

東京都 知り合いがいるので頑張ってほしいです。

愛知県 応援しております。

東京都 個人の手続きは必要ないですよね？

東京都 応援しております！



愛知県 頑張ってください。

東京都 未来ある若い世代が、ワクワクできる地域づくりを応援してます！

東京都 地方から全国を元気にしてください

東京都 色々と大変でしょうが、頑張って下さい。

北海道 頑張ってください

千葉県 応援しております

東京都 コロナに負けずに頑張って！

東京都 農業振興をお願いします。

愛知県 応援しています

佐賀県 子供達に役立てて下さい。

東京都
桂川町出身、嘉穂高校、九州工業大学（飯塚キャンパス）OBです。

旧嘉飯山地区の中心として発展頑張ってください。

神奈川県
品物がよくて毎年申し込みしてます。

コロナ禍で様々な分野で大変かと思いますが、頑張ってください。

大阪府 旅行の時にお邪魔しました。あったかい街だと思いました。

大阪府 よろしくお願いします。

茨城県 応援してまーす。

沖縄県 ファイト！

栃木県 頑張れ～！

北海道 頑張ってください！

神奈川県 子供達の教育に是非お役立てください

奈良県 また遊びに行きます

兵庫県
美味しい明太子が食べられて、応援も出来るのですから、私たちも嬉しいです。これからも応援していま

す！

大阪府 全力で応援しております。

栃木県 飯塚市の発展を応援してます。

東京都 いつも応援しています。

岐阜県 美味しいので毎年お願いしています。

北海道 微力ながら応援させていただきます

愛知県 応援しています！

東京都 こどもが4人います。子育て支援に使ってください。

愛知県 頑張ってください

愛知県 いつも食卓においしいをありがとう！

兵庫県 こどもたちのために活用ください

秋田県 夢をありがとう

福岡県 頑張ってください！

兵庫県 こどもたちのために活用ください。

愛知県
頑張れ飯塚市！

いつも食卓においしいを届けてくれてありがとう

兵庫県 だちょうマスクの普及を期待しています。

愛知県 頑張ってください

兵庫県 お年寄りが、よりよく暮らせるよう頑張って下さい。

大阪府

両親の出身が福岡、そして祖父がまだ福岡で暮らしており、よく父から飯塚市のこと（九州工業大学のこと

ですが）を聞かされておりました。私は直接関係ないのですが、応援したくなり、今回寄付させていただき

ます。

大阪府 子育て頑張ってください。

栃木県 2022年も頑張ってください！！



埼玉県 未来ある子供の教育のためにご活用いただければ幸いです。

熊本県 頑張ってください

山形県 頑張ってください!応援してます!

福岡県 初めての申込みで楽しみにしてます。美味しかったら、また申込みします。

兵庫県 微力ですが寄付させて頂きます。返礼品が楽しみです。益々のご発展を祈念しております。

埼玉県 応援しています。

神奈川県 飯塚市がさらに活気あふれるよう、手助けとなれば幸いです…！応援しています！

東京都 がんばれ飯塚市

新潟県 応援してます！

埼玉県 コロナに負けない

埼玉県
微力ですが、活躍できればと思います。

楽しい未来を作ってください！

岡山県
前職の時に出張で何度か飯塚市に伺いました。またコロナが落ち着いたら福岡旅行に行きたいと思っていま

す。

神奈川県 頑張ってください！

大阪府 頑張ってください

東京都
大変な時期だと思いますが応援しています。頑張ってください！福岡県は魅力があふれる県なので大丈夫で

す。

神奈川県 頑張ってください。

東京都 活性化を期待してます

東京都 飯塚市の発展をお祈りします。

東京都 チームニッポンで頑張りましょう！

兵庫県 飯塚市に行った事はないですが、同じ九州出身として応援させていただきます。

埼玉県 コロナ頑張って下さい。

千葉県 頑張ってください！応援してます☆

埼玉県 美味しいお肉をありがとうございます。

長野県 福岡の食事は美味しいです！

東京都 とてもおいしそうでした！届くのを楽しみにしてます！

神奈川県 楽しみにしています。

岡山県 応援します。

東京都 寄付金をきちんと活かしてくださいませ

兵庫県 頑張って下さい。

愛知県 ご発展を祈っています

栃木県 より良い街つ?くりを目指して下さい。

東京都 昨年も美味しくいただきました。 応援してます。

東京都 子ども達が過ごしやすい地域にしてください。 応援しています。

群馬県 がんばれ！！

栃木県 より良い街づくりを目指して下さい。

東京都 新型コロナ感染拡大でいろいろと大変だと思いますが頑張って下さい。

東京都 ハンバーグ返礼品人気たいしたもんですね。今後もたのしみしています。

東京都 新型コロナウィルスの感染拡大で大変だと思いますが頑張って下さい。

東京都 福岡にはトータルで5年程住んでいたことがあり、大好きな県です。 応援しています！

東京都 がんばってください！

東京都 頑張ってください！

宮城県 頑張ってください。 応援しています。

大阪府 コロナのご対応など大変と思いますが、頑張って下さい！

東京都 お役に立てたら幸いです！ コロナに負けずにガンバりましょう！

東京都 お役にたてたら幸いです。  ハンバーグ、おいしいです。



埼玉県 応援しております。よろしくお願いいたします。

東京都 市民のために頑張ってください！

東京都 頑張ってください！

東京都 いつか遊びに行きたいです

新潟県 少額ですが素敵な街づくりにお役立ていただければ嬉しいです。

熊本県 頑張れ飯塚市！

熊本県 17年住んでいました。新しい筑豊の文化を創造していってください！

東京都 完全にリピーターです。 福岡出身として応援しています！

神奈川県 頑張ってください。

大阪府 がんばってください

東京都 頑張ってください

千葉県 頑張ってください

東京都 頑張ってください。

埼玉県 私の寄付金額は少額ですが、少しでもお役に立てて頂ければ幸いです。

愛知県 コロナ禍で大変かと思いますが、こちらの寄付金で少しでも飯塚市の経済活性化にお役立てください。

東京都 良い町づくりを

北海道 コロナと共存しながら前向きに頑張りましょう！

大阪府 コロナ禍で大変ですけど頑張りましょう。

岡山県
ふるなびカタログへの登録検討をお願いします。 また、このハンバーグは1万円で20個ですが、寄付額増加

に比例して内容量を増やす（5万円で105個になるなど）ことの検討をお願いします。

東京都 頑張ってください！

大阪府
私の市には無い「健幸都市基本計画」を飯塚が策定しているのは、高齢である私にとっては羨ましいです。

高齢者が健康で暮らせる市として、他の市町村のリーダーになって下さい。

神奈川県 頑張ってください。

埼玉県 どうぞよろしくお願いいたします。

埼玉県 毎年、利用してます。 子供が大好きです。

東京都
さっきは自分用で今度は妻に贈ります。よろしくお願いします。 バカリズムとか、ＩＫＫＯとか、陽水と

か、飯塚は人材の宝庫ですよね。がんばれ！飯塚オート！

東京都 美味しいハンバーグの生産を応援しています。

東京都 北九州出身です。飯塚にもまた行きたいです。去年も寄付しましたが、とてもおいしかったです。

三重県 応援しています。

鹿児島県 優しいまちづくりをお願いします

東京都
コロナ禍で皆さま大変だと思いますがぜひ頑張ってください。はじめてのふるさと納税でのハンバーグ、楽

しみにしております。

東京都 皆さまが健康で幸せな毎日が過ごせますように

大阪府 コロナ渦の中、大変ですが応援しています。

東京都 これからも応援しています。

埼玉県 コロナに負けず頑張りましょう。

東京都 頑張ってください！

東京都 頑張ってください！

兵庫県
初めてふるさと納税させてもらいました。 返礼品が魅力的だったのが理由ですが、これを機に飯塚市を知っ

てみたいと思っています。

神奈川県 頑張ってください。期待しています。

神奈川県 頑張ってください

大阪府 応援してます！

東京都 有効に使ってください



神奈川県
福岡県はまだ行ったことが無いのですが是非行ってみたいです。こちらの寄付活動でそちらの市に貢献出来

たら幸いです

滋賀県 人口増へ利用願います

東京都 がんばれー

東京都 教育は何より大事だと思います。有効活用下さい。

福岡県 コロナに負けず頑張って下さい。特にケアが必要な子供に使ってほしいです。

熊本県

わがふるさと飯塚市がもっとげんきな魅力あるまちになることを願ってます。昨日、ライジングゼファー福

岡VS熊本ヴォルターズの試合に行きましたが、沢山の熊本ファンが飯塚市に来てくれていました。このよう

な場にもっと飯塚のいいとこを発信できたらと思いました。

大阪府
毎日食べている嬉しい返礼品をありがとうございます。 友人もいますので、また遊びに行きたいと思いま

す。

静岡県 昨年に引き続き返礼品が届くのを楽しみにしています。

福岡県 子供が増えるように 婚活市場と 小さい子どものために使ってください。

東京都 コロナに負けず頑張ってください。

愛知県 ふぁいと

東京都 子育てや未来を育成する分野に役立てていただければと思います。

千葉県 素敵なまちづくりをお願い申し上げます。

愛知県 よりよいまちづくりにしてください

東京都 頑張ってください

神奈川県 地域の皆さんが元気に安心した暮らしができますよう応援しています

東京都 がんばってね

神奈川県 頑張ってください

静岡県
昨年に引き続き寄付させていただきます。福岡県には旅行したことはありませんがいつか行ってみたいと

思っています。 コロナ禍ですが、皆で乗り切りましょう。

東京都 応援してます。

大阪府 近畿大学の卒業生です お世話になった飯塚市への感謝と後輩達をよろしくお願いいたします。

愛知県 SDGsの概念に則った街づくり、国づくりをお願いします。

熊本県 学生時代に友人の家にお世話になりました。子育て、福祉関係、頑張ってほしです。

埼玉県 頑張って！

大阪府 大切に使用してください。

埼玉県 頑張って！

神奈川県 美味しい特産日ありがとう！

東京都 微力ながら応援させていただきます。

東京都 微力ながら応援させていただきます。

東京都 ハンバーグ美味しくてまたリピートさせていただきます。 頑張って下さい。

東京都 頑張ってください！

大阪府 市民の方々(特に子育て世帯)が暮らしやすい！と思える町づくりをお願いします。

愛知県

コロナウイルス感染症が無事終息したら、福岡に旅行に行きたいと思っています。正直、飯塚市のことは知

りませんでしたが（牡蛎につられました（笑））博多の友達に案内してもらおうと思います。大変な時期で

すが、みんなで乗り越えましょう！

福岡県 旦那が飯塚市出身なのでがんばってください！

埼玉県 人生初めてふるさと納税しました。頑張ってください。

埼玉県 ハンバーグが届くのを楽しみにています。

千葉県 応援してます！

山梨県 美味しいハンバーグを楽しみにしています♪応援しております。

千葉県 コロナ禍で大変ですが頑張って下さい。

京都府 応援してます

東京都 人口減少により寂しくなりつつある地域に少しでも貢献できればと思っております。



千葉県 頑張ってください。

福岡県 明るい未来のためにお願いします。

東京都 飯塚市が更に発展することを願っています。

神奈川県 お役立て頂ければ幸いです

沖縄県 市の活性化に貢献出来てうれしいです。

静岡県
この人気の返礼品から町のことを知るようになりました。

これからも頑張ってください。

東京都 頑張ってください。

千葉県 頑張ってください!!

東京都
昨年も寄付させていただきましたが、返礼品のハンバーグが美味しかったので今年も応援を兼ねて寄付させ

ていただきます。街の繁栄のために頑張ってください！

熊本県 応援しています！！

神奈川県 飯塚市の子供達の未来を応援します。

東京都 子供たちの明るい未来のために頑張ってください。

神奈川県
時間が出来ましたら旅行に行ってみたいです。

コロナ禍で大変かと思いますが、一緒にがんばりましょう！

神奈川県 子供が好きなので、ハンバーグを楽しみにしてます！

福岡県 立岩小学校出身です。母校をはじめとする飯塚市の教育に役立ててくださいね。

千葉県
良いお品をありがとうございます！

頑張ってくださいませ。応援しています！

神奈川県
ハンバーグ楽しみです。

飯塚市にも行ってみたいです。

北海道 応援しています

神奈川県 よりよい教育のために頑張ってください！

岐阜県 コロナに負けず頑張ってください。

東京都 頑張ってください。

佐賀県 以前、30年近く住んでいました。これからも発展していく事を願っています。

静岡県 お母さん方が笑顔にいられる町にしてください

福岡県 応援してます

大阪府 応援しています。

沖縄県 市の活性化に貢献出来てうれしいです。

京都府 頑張ってください

大阪府 福岡ラバーズです。

埼玉県 頑張ってください！

大阪府 いつか遊びに行ってみたいと思います！

愛知県 市民の暮らしに少しでもお役に立てれば幸いです。

静岡県 がんばれ

東京都

現在の課題も大事ですが、将来に芽が出る事への投資を期待します。特に教育、科学研究、CO２対策などで

す。左記の取組みより、貴市が全国の模範となる様な実績を達成を願っております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

大阪府 観光が復活できるように応援いたします。

茨城県 楽しみです

神奈川県 福岡　転勤で住んだ事あり、福岡　大好きです。

福岡県 頑張って下さい

三重県 素敵な町ですね！

神奈川県 頑張って???

熊本県 まちづくり頑張ってください。



北海道 応援しています

東京都 楽しみにしています！

東京都 頑張ってください

大阪府 産業振興に使ってください。

北海道 住民が誇れる街づくりを引き続きお願いいたします。

和歌山県 子供たちの未来に向けて、街づくりに頑張ってください。

東京都 父と母のふるさと　飯塚市をいつも応援しています！

神奈川県 医療の充実を期待しています

和歌山県 応援しています。頑張ってください。

富山県 来年こそコロナ終息を願いましょう。

福岡県 頑張って～

三重県 コロナに負けずに頑張ってください。

東京都 頑張ってください

広島県 頑張ってください。

東京都

初めてのふるさと納税に選ばせて頂きました。

３歳の子どもがいるのですが、安心して食べさせることが出来そうなので選びました。

子どもたちの教育に役立てて頂けると嬉しいです。

愛知県 お互い頑張りましょう！

大阪府 がんばってください！

大阪府 頑張ってください

岐阜県 子供達により良い教育を行ってあげてください。

滋賀県
前回もとても美味しハンバーグありがとうございました。

湯せんするだけで、働く母の強い味方です。

東京都 頑張ってください

山梨県 子育て環境整備に使ってください

兵庫県 頑張ってください

熊本県 活気あるまちづくりを応援します

北海道 こんなご時世の時こそ皆で頑張りましょう！

東京都 コロナに負けず、頑張りましょう！

福岡県 微力ではございますが子供たちの未来に役立てて頂ければと思います。

和歌山県 応援してます。

大阪府 子供が伸び伸びと過ごせる街を目指してください。

埼玉県 毎年寄附させていただいています。 地域の発展に役立ててください。

神奈川県 行ってみたいです。

神奈川県 頑張って下さい。

東京都 よろしくおねがいします

京都府 行った事ないですが、九州大好きです！頑張って下さい

東京都 ご発展を祈念いたします。

京都府 頑張ってください！ 応援しています！！

愛知県 未来の日本の子供達のために、がんばってください。

千葉県
希望用途の補足はここに記載しても問題ないでしょうか。 寄付金は、『子ども達』の教育支援、または

『育児世代』の生活支援に全額充てて頂きたいです。

千葉県 頑張ってください

福岡県 飯塚市がこれからも発展していく事を願ってます。

岡山県 頑張って下さい。

埼玉県 応援しています！

茨城県 コロナ禍で大変な状況かと思いますが、頑張ってください。応援しています。

福岡県 時々訪ねています。旧炭鉱町の風情が感じられて良い所です。



岐阜県 がんばってください

佐賀県 飯塚市を盛り上げてください！

兵庫県 飯塚にはちょくちょく行きます。良い街にして下さい！

神奈川県
先日福岡に彼女の友人に会いに行きました。とても良い地域だと思ったので盛り上げていきたいと思いまし

た！

兵庫県 地元飯塚の文化芸術の発展を応援します！

神奈川県 これからも特産物楽しみにしてます。

岡山県 みなさまが幸せに暮らせますように。

千葉県 頑張ってください。

埼玉県 微々たる金額ですが市政にお役立ていただければ幸いです。

大阪府
ソフトバンクホークスが好きで、大阪から応援に２回と、仕事仲間で１回遊びに行かせてもらいました。

 微々たる金額ではありますが、いろんな方が少しでも楽しんでもらえますように。

千葉県 応援してます！いつか福岡に行きます！

兵庫県 返禮品をありがたうござゐます。いつも應援してゐます。

東京都 少しでも健幸都市計画の援助になればと思います。

新潟県 昨年もお願いしました。よろしくお願いします。

三重県 地域が元気に

福岡県 彼女がすんでいるので応援します！

東京都 遊びに行きたいです。観光業も頑張って下さい。

埼玉県 頑張ってください

兵庫県
コロナ禍で大変ですが、子供たちもために使っていただけたらと寄付させていただきます。

我が家の子供たちは、ハンバーグが大好きなので楽しみにしています。

東京都 応援しています

沖縄県 初のふるさと納税です!!応援してます。

東京都
わずかばかりではありますが、この寄付金が福岡県飯塚市の子供たちの教育環境の向上や文化保護等の一助

になればと思います。 ハンバーグ、楽しみにしております！

福岡県 コロナの中、まだまだ大変でしょうが、いくらか役に立てると嬉しいです。 頑張ってください。

茨城県 飯塚市Fight

大阪府 返礼品ありがとうございます♪

静岡県 コロナ禍乗り切ってください

大阪府
人気商品であったため気になっていました。初めて納税させていただきました。

人員不足の中申し訳ありませんがよろしくお願いします。 コロナに負けないよう頑張ってください。

山梨県 応援させて下さい!

福岡県 おじちゃんの家があり小さい時からよく行っています。 応援しています！

東京都 よりよい県にしてください！

東京都 地域の活性化を応援しています！

石川県 福岡県へは、夫婦で旅行に行きたい場所です。

兵庫県 コロナに負けず笑顔で頑張って下さい。

大阪府 飯塚市のまちづくりを応援しています。

福岡県 近場ですがいつも応援してます。

東京都 頑張ってください！

東京都 子供に使ってほしいです。

新潟県 飯塚の街のいいところをもっと知りたいです。時間があればいってみたい！

新潟県 町がもっともりあがりますように！

兵庫県 海苔、美味しかったのでリピートしました。

千葉県 頑張ってください。応援しています！

福岡県 同じ福岡県ということもあり飯塚の街づくり応援致します！



埼玉県 福岡県出身です。地元の地域活性に役立てればと思って納税いたします。

静岡県 九州出身なので、頑張ってください。

大分県 近くですのでまたゆっくりドライブに伺います。

京都府 お得な返礼品をありがとうございます。 これからも応援します。

神奈川県
PR動画拝見しました。歴史と学問のすてきな町ですね。人々の笑顔もさわやかです。少しですが教育・学問

のお役に立てれば幸いです。

東京都 がんばってください

埼玉県 スケートリンクが減っていく中、飯塚アイスパレスのある飯塚市を応援します！

神奈川県 ぜひ住民の方に役立ててください。

埼玉県
人事領域で働いており、人材育成や能力開発の重要性を理解しています。

ぜひ、将来を担う人財を育ててください。

大阪府 よろしくお願いいたします。

奈良県
コロナで大変かと思いますが

頑張ってください

神奈川県 ますますの地域活性化、応援しております。

神奈川県 がんばれー

神奈川県 いつも美味しいハンバーグをありがとうございます。

愛知県 飯塚市の更なる発展を祈念しております。

石川県 ハンバーグが美味しかったのでまた寄付します。

大阪府
ハンバーグとても美味しいです。

頑張ってください！！

東京都 美味しい野菜が届くのを楽しみにしています

東京都 頑張ってほしい

東京都 子供達の健やかな成長にお役立て下さい。

熊本県 コロナ禍で大変な時ですが、頑張って下さい。

佐賀県 お隣の県であり、親戚もおります。福祉に協力できればと、よろしくお願いいたします。

東京都 コロナに負けず頑張りましょう！

埼玉県 自然とその恵みを大切にしてください。

京都府 わずかですが、役立ててください！

東京都 美味しい明太子作ってください！期待しています！！

三重県 コロナに負けるな！

大阪府 地域の教育に役立てて下さい

東京都 頑張っぺください

茨城県 初めてのふるさと納税です。飯塚市いつか行ってみたいです。

大阪府
昨年に引き続き応援させて頂きます。

これからも素敵な街づくりを！

千葉県 頑張って！

滋賀県 コロナでまだまだ大変ですが、どうかみんなが幸せな方向に向かいますように頑張ってください。

群馬県 町の活性化に期待してます。

神奈川県 前回頼んだもつ鍋がすごく美味しかったので今年も注文します！

埼玉県 コロナに負けずに頑張ってください。

大阪府 市町村に貢献して下さい

東京都 飯塚市のよい街づくりのお役に立てましたら幸いです。

東京都 少しでも皆様のお力になれれば幸いです。応援しています。

京都府 観光にも是非力を入れて下さい

大阪府 全年齢の人達に便利なまちづくり、頑張ってください。

京都府 観光にも是非力を入れて下さい



千葉県 コロナ禍で大変でしょうが、皆さま頑張って下さい。

京都府 頑張ってください

愛知県 頑張れ

東京都 頑張ってください

神奈川県 福岡に行ったことがあります 良いところですね

神奈川県 前回頼んで美味しかったからリピーターになりました。

兵庫県 素敵な町にしてください。

神奈川県 寄付金が街の活性のお力になれれば幸いです。

東京都 初めて故郷納税します。一度行きたいです。

東京都 頑張ってください！！

埼玉県 頑張ってください！

東京都

コロカルというローカルメディアのサイトで、こんな記事をみて、さらに飯塚市にも興味がわきました。今

日のおやつ：〈クロセレクション〉 炭坑とお菓子がコラボ！

漆黒のスイーツ https://colocal.jp/news/67472.html  ハンバーグもおいしそうです。

ぜひ、食を通しての情報発信もがんばってください。

茨城県 子供たちが充実した教育を受けられることを願っています。

岩手県 少額で申し訳ございませんが少しでもお役に立てればと思いました。

東京都 より良い町つくりを期待してます

広島県
教育と文化の充実を図ってください。子どもは宝です。守るべき者にしっかりお金をかけていただきたく、

微額ですが寄付させていただきます。よろしくお願いします。コーヒー、楽しみにしています。

千葉県 楽しみにしています！

千葉県
昨年こちらのハンバーグをお願いし、とても美味しかったです。 九州には行ったことがないので、落ち着い

たら観光でうかがいたいです。

大阪府 初めての寄付になります。頑張って下さい。

埼玉県 首都圏から移住したい魅力ある街づくりをしてください。

東京都 少額ではありますが地域事業に役立ててください。

神奈川県 がんばってください！

大阪府 福岡大好きです。コロナに負けずに頑張ってください。

神奈川県 頑張ってください。飯塚市をいつも応援しています。

静岡県 頑張ってください！

群馬県 コロナで大変ですが、市民の皆様が元気に過ごせるよう応援しています。

東京都 がんば

神奈川県 出張等で伺わせていただいたことがある土地です。頑張ってください。

東京都 日本の土地を守ってください。

東京都
福岡は仕事でよく行っていました。東京からのアクセスが良く便利です。 今度は観光で行ってみたいと思い

ます。 頑張ってください。

東京都 以前も同じ返礼品をお願いしました。 生産者の皆さん、頑張ってください。

香川県 遠くから応援しています！

神奈川県
現在は横浜市在住ですが、飯塚市（嘉穂高校）出身です。現在、高齢の母が飯塚市在住です。

福祉事業に少しでもお役に立てれば幸いです。

兵庫県 まだ訪れたことのない市ですので、コロナが収束しましたら伺いたいと思います。

岩手県 応援しています。

千葉県 福岡に行ったことがないので、是非訪れてみたいです！

東京都 銘菓ひよこ大好きです！

東京都
母の実家の近くです。

微力ですがお役立てください。

千葉県 頑張りましょう。



東京都 教育の充実にお役立てください

大阪府 これからも美味しい食を提供してください。

神奈川県 環境保全に有効活用してください

埼玉県 自然とその恵みを大切にしてください。

東京都 オートがんばれ。公営競技は地域に貢献しています。市民の理解お願いします。

三重県 応援してます。

静岡県 コロナに負けないで頑張って下さい

東京都 スポーツのアスマッチプロジェクトの活動に活用してください。

大分県 オートレース　浦田信輔選手応援しています

神奈川県 ハンバーグ美味しいです。

大阪府
毎年お礼の品を楽しみにしています。

今後も応援しています。

京都府 飯塚市を応援しています

大阪府
初めて寄付させて頂きます。

少しですが地元にお役立てできたら幸いです。

京都府 めちゃめちゃ応援しています！

神奈川県 がんばってください

大阪府 義母の出身地で妻が小さいころは毎年帰省していたそうです。

東京都 頑張ってください。 応援しています。

福岡県 頑張って下さい。

福岡県 飯塚市の皆様が来年も素敵な年になりますように。

東京都 12/29-1/3

埼玉県
埼玉からは遠いですが、新型ウィルスが、もう少しおさまったら観光に行きたいです。

お互いあと少しの辛抱です。頑張りましょう。

静岡県 ふぁいてぃん

大阪府 魅力的な街づくりを期待しております。 頑張って下さい。

神奈川県 素敵な返礼品だと思いました！

東京都 楽しみにしています！ 宜しくお願いいたします！

大阪府 子どもたちえにの教育や文化発展のためにお役立てください。

神奈川県 元気で頑張ってください！

千葉県 貴市の教育文化の発展に少しでも寄与できればと思います。

神奈川県 元気で頑張ってください！

長野県 一緒に今を生きましょう！ 美味しいハンバーグ食べて頑張ります！

神奈川県 前回も美味しくいただきました。今回もよろしくお願いいたします。

福岡県 飯塚市に遊びにいきたいです。

愛知県 応援しています！

東京都 コロナで大変かと思いますが、頑張って下さい。

東京都 以前、転勤で福岡に住んでいました。若い人が暮らしやすい街作りを進めてください。

福岡県 ネットで評判を見ての注文です。同じ福岡県内だったので親近感がわきました。頑張ってください！

埼玉県 福岡県は食べ物がおいしくて、素敵な県だと思います。ますますの発展を願っています。

新潟県 今回初めて購入させていただきました。 楽しみにしています。

三重県 美味しい食材をありがとうございます。

岐阜県 これからも頑張ってください！

岐阜県 レビューの多さでこちらに決めました、宜しくお願い致します

神奈川県 地域の子供たちのために活用ください

愛知県 今年もまだ油断できない毎日ですが、飯塚市の発展を応援しています。 ハンバーグも楽しみにしています。



岩手県 返礼品を探していて貴市を知りました。これをきっかけにいつか旅行で行きたいなと思います。

千葉県 福岡県で有数の教育・文化の町になるよう微力ながら応援します

千葉県
美味しい食べ物を作っていただきありがとうございます。毎日頑張って仕事されてる生産者さんの気持ちを

想いながら食べさせていただきたいたいと思います。

千葉県 地域振興に頑張ってください。

大阪府 飯塚市への期待と親近感がわきます。

大阪府 頑張って下さい

徳島県 頑張ってください

兵庫県 よろしくお願いいたします。

神奈川県 得意先があり何度も訪問した事がありご縁を感じて申し込みました。

神奈川県 得意先があり何度も訪問した事がありご縁を感じて申し込みました。

青森県 私も福岡県の出身です。 転勤族で、今は福岡を離れていますが応援しています。

東京都 いつも応援してます！

兵庫県 さらなる地域発展をお祈りします。

福岡県 飯塚市がもっと活性化できるように、少しでもお役にたてればうれしいです。

群馬県 人々の心和むような自然豊かなふるさとにしていってください。

東京都 福岡は定期的に訪れています 夫が出身地で夫の父が住んでいます 少しですが寄附させていただきます

京都府 子どもたちを大切に育てるための、少人数学級の実現にお金を使って欲しいと思います。

北海道 ハンバーグとみかん、楽しみにしてます。

長野県 ハンバーグがとてもおいしそうでした。楽しみにしています。

愛知県 ハンバーグおいしいです　ありがとうございます

岡山県 街づくりに活用してください。

東京都 頑張って下さい。

東京都 明太子が大好きです！金福さんの明太子で応援します！

東京都 お互い頑張りましょう。

東京都 可能であれば、子供に関わる事業でお使い頂ければ幸いです。頑張ってください。

東京都

昨年に引き続い、ハンバーグを返礼品に申し込みました。 嫁さんも、こんな良い返礼品はないと言っていま

す。

 今年もよろしくお願いいたします。

北海道 応援してます！

東京都 頑張ってください

東京都 また今後とも魅力的な返礼品の提供を宜しくお願い致します。

岐阜県 ますます発展しますように!

東京都 子育て支援の予算を手厚くして頂きたく、寄付金を活用して頂けると幸いです。

北海道
福岡は1番行きたい街です。 計画立てて 出発一ヶ月前に地震がおきて断念。その翌年は都合が悪く、その翌

年からはコロナの影響で、未だに叶わぬ夢となっています。収束したら必ず行きますね！

京都府 頑張って、文化創造を。

京都府 福岡は好き。 　頑張って下さい。 文化の創造を。

千葉県 生まれ故郷です。 子供のために使っていただければ幸いです。

茨城県 応援しています

島根県
レビューの評価も高いのでハンバーグ、届くのを楽しみにしています。 飯塚市民の皆様のために有意義にお

使い頂くことを願います。

千葉県 応援してます。

福岡県 去年に続き今年もふるさと納税させていただきました。 いつもありがとうございます。

愛知県 美味そうです 楽しみにしてます

埼玉県 みんなに愛されるまち作りに使われる事を願っております。

三重県 コロナに負けず楽しい街づくりをお願いします



静岡県 生産者の方々のご苦労が報われますように。応援しています。

神奈川県 応援しております。

岡山県 頑張ってください。応援しています。

兵庫県 些少ですが、地域振興にお役立てください。

兵庫県 子供がたくさん増えて活気の有る町を希望

熊本県 頑張ってください

千葉県 将来を担う子供たちの教育を充実してあげてください。

東京都 飯塚市の皆さん、応援しています

茨城県 少子高齢化対策に活用して下さい。

愛知県 応援してます！！

新潟県 初めてのふるさと納税で利用させて頂きました！

三重県 いつもお世話になります。 新年が穏やかな1年になりますよう祈念いたします。

栃木県 少しでも地域貢献出来ることをお祈りします。

神奈川県 福岡県はまだ一回しか行ったことがないですが、応援してます。

東京都 少子化対策にお役立てください。

東京都 縁もゆかりもありませんが、お役に立てたらうれしいです。東京をよろしく。

三重県 楽しみにしています。いただきま～す。宜しくお願いします。

大阪府 がんばってください

東京都 九州に帰省した時に、立ち寄らせて頂きます。よろしくお願いいたします。

愛知県 ハンバーグ楽しみにしています。市政頑張ってください。

大阪府 飯塚市は行った事は無いんですが 近いうちに出張で行く予定です 楽しみにしています

大阪府 頑張ってください。

京都府 頑張って下さい。

埼玉県 いつも応援しています。

埼玉県 届くのを楽しみにしています。

東京都
昨年お届け頂いて大満足でした。本年も宜しくお願い申し上げます。 飯塚市の益々のご発展を心からお祈り

しております。

兵庫県 口コミが良く、楽しみにしています。応援しています！

東京都

自分も地方出身者ですが、東京暮らしに慣れてしまうと、なかなか地方に戻ろうという気持ちにまだなれて

いません。地方も、都会と同じように便利な環境になるともっと住む幅が広がるなと思います。ワーケー

ションなど、きっかけがあれば、行ってみたいです！

神奈川県 まちづくりのお役に立てれば嬉しいです

岡山県 美味しいものが沢山ある福岡県は一度行ってみたい県です。応援しています。

山梨県 街の活性化のためにお使いください。

茨城県 まちづくりのために活用してください。応援してます。

東京都 福岡には出張でよく行きますが大好きです 頑張ってくださいませ

福岡県 地域の青少年の健全な育成に役立てていただけると嬉しいです。

千葉県 移住者が増えるような街づくりを期待しています。

兵庫県 子育て中です。 子供達の育成に使っていただけたらと思います。

石川県 子供たちに明るい未来を用意してあげて下さい。

福岡県 介護施設で働く外国人介護士を応援したいです。力を入れてほしいです。

大阪府 以前、福岡市に住んでおり、福岡が大好きです．応援しています．

栃木県 コロナに負けないで頑張ってください！

埼玉県 ハンバーグ楽しみにしてます。 よろしくお願いいたします。

静岡県 少しですがお役に立てていただければと思います。

京都府 ふむ

滋賀県 引き続き自治体の活力向上を応援しております。

神奈川県 これからも地域活性化頑張ってください



東京都 地方活性が日本活性に繋がります

東京都 パッソォ！！！！！！！N.T君仕事がんばれ！！！

大阪府 頑張って下さい！！

東京都 新型コロナ感染症対策に役立ててください。

神奈川県 頑張ってください！医療提供体制の改善に頑張ってください。

兵庫県 今後も更なる産業の発展を応援させていただきます。

東京都 頑張って下さい。

宮崎県 宮崎在住です。同じ九州として応援しています。

大分県 コロナに負けず頑張ってください

東京都
初めてのふるさと納税で初めての寄付先となりました。 小さな寄付額ですが有効活用して頂けますと幸いで

す。

東京都
コロナで影響を受けてらっしゃると思います　いつ終わるかわからないコロナとの戦い　気持ちばかりです

が応援させて頂きたいと思いますm(_ _)mがんばって下さい!

和歌山県 去年も頼んで美味しかったので、また頼みました。

東京都 コロナ収束まで皆で頑張りましょう

福岡県 頑張ってください。

東京都

ハンバーグ美味しそうなので申請させていただきました。

ぜひ寄付金を市のために役立ててください！

いつか旅行で伺いたいと思いますのでその時は手厚い対応対応お願いします。

広島県
ハンバーグ、楽しみです。

これをご縁に、応援していきます！

東京都
留学生の時、大変お世話になりました。

できる限り、飯塚のことを応援したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

栃木県 素敵な街を作って下さい。

広島県 頑張ってください！応援してます！

神奈川県
サラリーマン時代に福岡には3回転勤で都合9年間お世話になりました。飯塚市にもよくゴルフに行きまし

た。今後のご発展をお祈りいたします。

東京都 子育て支援もあわせて頑張ってください

福岡県 飯塚市にはまだ行ったことがありませんが、いつか行ってみたいところです。

東京都 昨年よかったので、リピートしました！

神奈川県 頑張ってください！

兵庫県 応援してます！

静岡県 頑張って下さい！　この寄付が有効に使われる事を期待しています

奈良県 頑張って下さい。

兵庫県
共働きの2人にとって、お助けハンバーグです

とてもおいしいです

東京都 宜しくお願い致します。

東京都 微力ですが、市民の皆様のお役に立てれば幸いです。

東京都 頑張ってください。

愛知県 生活基盤充実に役立ててください。

茨城県 地域活性化に協力出来たら嬉しいです

埼玉県 頑張ってください

東京都 是非行ってみたいです！

沖縄県 知人が飯塚市に住んでいるので、応援したいと思いました。より良い地域づくりに励んで下さい。

北海道
大学時代にお世話になった街です。

昨年に続き今年も寄付させて頂きます。

東京都 隣町稲築の出身です。



千葉県 さらに活気あふれる街として発展していくことを祈ってます。

群馬県 応援してます

神奈川県
子供達の未来のために寄付させていただきます。

応援しています。

千葉県 和を以て貴しとなすの精神で頑張っていきましょう！

東京都
飯塚市に縁のある者です。 和洋問わずお菓子の美味しい街の印象があります。もっと前面に押し出すPRが

必要に思います。頑張って下さい！

北海道 いつも食べています

神奈川県 頑張ってください！

神奈川県 頑張って下さい

東京都 コロナ禍でたいへんでしょうが頑張ってください

山梨県 活気ある街づくりに期待してます!!

山口県 一般市民が安心安全で暮らせる町を目指してください。

大阪府 市政安定を願っております。

神奈川県 応援しております。

愛知県 昨年に続いてのふるさと納税です。華味鳥の水炊きは家族で気に入っています！

栃木県 いつも応援してます！

千葉県
昨年も寄付させて頂きました。とても美味しいハンバーグで子供が喜んでいました。お住まいの皆さんの生

活と地域の活性化を応援します。

新潟県 有効にお使い下さい。

埼玉県 福岡県出身者として応援しています。頑張れ、飯塚！

東京都
コロナ禍で大変だと思いますが、

どうぞ頑張ってください。

三重県
初めての飯塚市への故郷応援です。

美味しい、中身の充実した飯塚市の特産品、期待しています！

兵庫県 頑張ってください。応援しています。

埼玉県 子供の将来に使ってください！

香川県 コロナに負けず頑張りましょう！！

兵庫県 ふるさと納税を通じて初めて知りました、コロナが明けたら是非行ってみたいです

茨城県 コロナに負けるな

東京都 子育てと教育を積極的に応援しています。ぜひ子供達の教育と文化の更なる発展に役立ててください。

福岡県 オートレースの振興に使ってほしいです

愛知県 去年もハンバーグをおいしく頂きました。ありがとうございます。

熊本県 隣の県の熊本から応援させてもらってます。

静岡県
嫁が飯塚市で生まれ育ちました。

いまは遠く離れてますが、活気ある町でありますように。

福岡県 力を合わせて困難な時を乗り越えましょう

愛知県 故郷飯塚が税収ランキング上位になり町の隅々まで活気に満ち溢れた町に戻って欲しいです

新潟県 皆さんが健康に安全に幸せに過ごせる事を祈ります

京都府 父の出身地なので、いい街でいてほしいです。

埼玉県 コロナで大変かと思いますが頑張りましょう。

東京都 皆さんの地域の発展をお祈りしています。

神奈川県 以前、福岡に住んでいました。街が少しでも元気になればと思います。

埼玉県 コロナに負けないで一緒に頑張りましょう。

岡山県 返礼品を見て寄付を決めました

神奈川県 大変なときですが、頑張りましょう！

神奈川県 福岡大好き！



鳥取県 応援しています！

埼玉県 頑張ってください。

福岡県 コロナ禍です頑張ってください

東京都 応援しています。

兵庫県 教育支援をぜひ頑張ってください！

神奈川県 ガッツ！

大阪府 まだまだ大変な時期が続きますが、 頑張りましょうね

埼玉県 良い町づくり頑張ってください。

栃木県 一緒に頑張ろう！

愛知県 初めてふるさと納税をします！  子供たちがハンバーグ大好きなので届くのを楽しみにしております　

大阪府 昨年も注文しましたら、とても美味しくて家族で喜んでおりました。今年も楽しみにしています。

千葉県 また福岡に旅行に行ける日を楽しみにしています

大阪府
以前にもこのハンバーグを依頼した事があります。とても美味しく頂きました。ふるさと納税で福祉の向上

を期待しています。

東京都
福岡市がこれからもまちづくりに勤しんで、市民想いの素敵なまちづくりを行なっていける事を願っていま

す！

大阪府

毎年寄附させて頂いております。

とても美味しくて、助かっています。

これからも応援させて頂きます。

有難う御座います。

鹿児島県 楽しみにしています♪

東京都 福島県は亡き母の故郷です。のどかな風景が好きです。頑張って下さい

静岡県 コロナに負けるな！

大阪府 コロナでタイヘンですが、乗り切りましょう！

福岡県 以前、飯塚市で仕事をしたことがあります。

福岡県 以前、飯塚市で仕事をしていたことがありました。

滋賀県 返礼品楽しみです。がんばって下さい。

神奈川県 今年も頑張ってください。

神奈川県 本当に生活困窮している家庭の為に使っていただけると幸いです。

徳島県 コロナに負けず頑張ってください！

東京都 また寄付させていただきます！

愛知県 初めてハンバーグを頼みます！楽しみです！

東京都 市の発展を願っております。

大阪府 毎年応援させて頂いております。 地域活性化頑張って下さい！！

長野県 コロナ禍でまだまだ大変な時ですが応援しています！福岡に遊びにいきま～す！

東京都 これからも魅力的な返礼品を楽しみにしています。

静岡県 頑張ってください！！

静岡県
子供がハンバーグ好きなので楽しみです！これから一段と寒くなりますので職員の皆様、お体ご自愛くださ

い。

宮崎県 小さい頃、嫁が住んでいたみたいで魅力をよく聞いています！ これからの活性化期待しています！

山梨県 頑張ってください

福島県 小野してます

東京都
はじめまして。飯塚市にはまだ訪れたことがありませんが、福岡県の魅力は多々感じています。飯塚市の皆

様が益々元気になられる事を願っています。

千葉県 人気のハンバーグを食べてみたくて応援させていただきました。よろしくお願いいたします。

大阪府 初めて注文するので楽しみです！

東京都 頑張ってください



東京都 頑張ってください！

群馬県 応援しています！

高知県 頑張ってください。

神奈川県 明るい未来のためにご利用ください。

千葉県
コロナ渦で大変かと存じます。少子化の世の中なので未来ある子ども達が安心して過ごせるようにお使い下

さい。

静岡県 飯塚市が、誰でも住みやすい町になりますように

島根県 応援します。

東京都 頑張ってください。

東京都 がんばってください！

東京都 楽しみにしています！

神奈川県

なかなか旅行に行けず、福岡に行きたい気持ちを有名な『かねふく』さんの明太子で満たそうと思います。

年末年始は忙しいと思うので、時期をづらして送って頂いて結構です。来年は良い年になるといいですね。

お礼の品を通して応援しています。

埼玉県 飯塚市にある本多機工さんにお世話になってます。

兵庫県 より良い街づくりを応援しております。

東京都 大丈夫！大丈夫！て言ってると本当に大丈夫になってくるんですよ！

埼玉県 将来を担う子供たちにやさしいまちを期待します。

新潟県 微力ながら子供達の為に

愛知県 コロナに負けず頑張って下さい。

奈良県 いつも頑張ってますね。

福岡県 今年も応援させて頂きます

北海道 住民が生活しやすい街づくりを願っています。

東京都 親しい知人が長年住んでいた町なので親しみを感じています。

福岡県
音楽コンクールを長期にわたって実施しており、私自身評価してました。 今後も末永く継続して欲しいと

思っています。

福岡県 頑張ってください

大阪府 コロナ禍のなか 頑張って乗り切りましょう！！

広島県 頑張れ!私のふるさと。

千葉県 毎年寄付させて頂いております。ハンバーグがとても美味しいです。

愛知県 楽しみにしてます

神奈川県 ふるさと納税初心者です。お友達から飯塚市のハンバーグが美味しいと聞き納税を決めました。楽しみです

福岡県 少しでも飯塚市のお役にたてばと多くの中から選ばせて頂きました。

大阪府 昨年に引き続き、納税させて頂きました。 子どもの教育に使って頂ければ、 幸いです。

岐阜県
昨年もいただきました． 返礼品目的でしたが，色々と飯塚市に注目するようになりました． 今後も市の発展

のために頑張ってください．

福岡県
私が、以前当市に住んでいました。楽しい思い出が沢山あり、いい街でした。今後の発展を楽しみにしてい

ます。

神奈川県 更なるご発展を。

愛知県 応援しています！

福岡県 なにか役に立ちますように

東京都 ありがとうございます。

沖縄県 子どもたちの未来のために役立ててください

京都府 より良い故郷にと願っています。 いつか行ってみたいです。

熊本県 応援してます

兵庫県 頑張ってください。

大阪府 頑張って下さい！



東京都 楽しみにしております、よろしくお願いします。

埼玉県 図書館の充実をお願いします。

東京都 楽しみにしておりす。よろしくお願いします。

群馬県 応援してます！

長野県 頑張ってください!

兵庫県 町おこし、頑張って下さい。

京都府 毎年、応援させていただいています。

東京都
何回か寄付させていただております。返礼品のハンバーグとても美味しくて気に入っています。飯塚市のご

発展を応援しております

兵庫県 素敵な街づくり応援してます

広島県 これからも頑張ってください！

東京都 福岡にはまだ行ったことがありませんが、コロナ禍が落ち着いたら行ってみたいです。

神奈川県 応募しています！

東京都 辛い時だけど、お互いに頑張りましょう！

兵庫県 これからも応援させて頂きます。

福岡県 地元福岡県ですし、評価の高い返礼品と、納税がお役に立てることを期待しています！

神奈川県 がんばってください

大阪府 人に優しい街をお願いします。

東京都
ハンバーグ美味しかったです！ありがとうございました。 リピートさせていただきます、頑張ってくださ

い！

埼玉県
YouTubeのふたりclipさんの動画を観て福岡県の自然や食べ物の魅力を知りました。一度旅行で足を運んでみ

たいです！

千葉県 文化の継承を推進する事業展開に力を入れてください。

宮城県 有効に利用してください

兵庫県 ハンバーグ大好きです。楽しみにしています。

島根県 地方の活性化のため頑張ってください。

北海道

いままでに数回、九州旅行に行っておりましたが新型コロナ感染予防対策等で２年以上、九州に行けなくな

り、大変寂しい思いをしています。少しでも早くコロナが終息し、安心して九州旅行に行けるまで皆さん頑

張ってください。私達も頑張ります。

東京都 この寄付金が少しでも役に立っていただけたらと思います。少額ですみません。 でも、応援しています！！

大阪府 毎日コーヒーを飲むので、とても助かります。頑張ってください。

宮城県
九州は、行った事がないので　いつか行ってみたいです。飯塚市がより良くなりますように願っておりま

す。

北海道 コロナで大変ですが頑張ってください。

東京都
介護はとても大変だけど、あまりクローズアップされず支援が少ないと思っています。子育て支援も大切で

すがぜひ介護のほうに力を入れていただけたらと思います。

神奈川県
ふるさと納税を通して飯塚市を知りましたが、非常に魅力的な街だと感じました。落ち着いたら観光でお邪

魔したいなと思います。

東京都 有意義に使って下さい。

静岡県 まちづくりを応援しています。

東京都 応援しています！

東京都
熟成肉楽しみにしています。

寄付にてお役に立てると嬉しいです。

京都府
素敵な返礼品ありがとうございます。

時間を作ってそちらへ遊びに行きたいと思ってます。

東京都 頑張ってください

高知県 何かのお役に立てますように。



大阪府 いつか旅行に行ってみたいです！

神奈川県

皆さまの口コミで、大変興味を持ち寄附をさせていただきました。

楽しみです。

宜しくお願い致します。

和歌山県 これからの子供達の為にお使い下さい！

神奈川県 子供が元気な街づくりをお願いします。

東京都 初めての寄付となりますが有効にご活用ください

愛知県
お野菜楽しみにしています。

いつか遊びに行きたいと思います。

北海道 リピートです。美味しい食材をいつもありがとうございます。

石川県 子育て支援での活用を希望します。 頑張ってください。

神奈川県 まちづくりに役立ててください。

東京都 少しではありますがお役にたてれば幸いです。

東京都 できれば武漢ウィルスに対応して頂いている医療関係者の支援にお役立てください。

愛媛県 お役立てください

千葉県 市民が元気が出る施策をお願いします。

埼玉県 頑張ってください。応援してます。

兵庫県 素晴らしきまちへ

兵庫県 頑張ってください。

神奈川県 応援してます。これからも頑張ってください。

神奈川県 少しでもお役に立てましたら幸いです。

東京都 わずかばかりですが寄附をさせていただきます。ご活用いただければ幸いです。

神奈川県 福祉の充実にお役立て下さい

神奈川県 おとなりの北九州市出身です。がんばってください。

東京都 福岡、いつも応援してます！

東京都
コロナ禍のさらなる経済への影響が懸念されますが、夜明け前が一番暗いと信じ、2022年か福岡県飯能市の

みなさまにとって、大いなる飛躍と繁栄の新スタートの年となりますよう、心より祈念いたします。

神奈川県 デコポン、大好きです。微力ながら、美味しいデコポン作りに応援させてください。

徳島県 頑張って下さい

東京都 福祉子育てに役立て下さい。

東京都 いつか飯塚市を訪れたいと思います。

広島県 飲みに行きたいです。

秋田県 コロナに負けず地域発展のために頑張ってください。去年に続き寄付します。

岡山県 知り合いがおり、おうえんです。

愛知県 コロナ渦でまだまだ経済・観光等への影響は厳しいかと思いますが、頑張ってください

東京都 子供の教育に、役立ててほしい

愛知県 地域の発展に役立て下さい。

東京都 頑張ってください

東京都 良い街にしてください。

大阪府
いつもふるさと納税で応援させていただいております。

飯塚市の皆さまのお役に立てればうれしいです。

神奈川県 大変な時期ですが頑張ってください。

兵庫県 若い世代への支援を応援いたします。

埼玉県 野菜いつも美味しいです。ありがとうございます。

茨城県 子供は社会の宝。応援します。

神奈川県 はじめての応援です。



埼玉県
地域の為に有効活用して下さい。

応援しています。

東京都 無理しない程度でマイペースで

東京都
飯塚には特別な想いがあります。

是非とも頑張っていただきたく。

大阪府 こどもの未来を作ってあげてください

大阪府 頑張ってください

神奈川県 年末に美味しい柿が届いたらまたリピートします。家族が喜ぶ顔を見たいです。飯塚市がんばれー。

兵庫県 応援しています

東京都 応援してます

宮崎県 障害のある方が住みよい町にして下さい

神奈川県 知り合いが住んでいるたま飯塚市応援しております！

愛知県 魅力あるまちづくりを応援します

神奈川県 いつも応援しています。

愛知県 わずかではありますが、有効に使って。

千葉県 コロナの中ですがみんなで頑張りましょう??

静岡県
家族みんな大好きで何度もリピートしています。

来年も引き続き寄付させていただきたいと思います。

北海道 応援してます

茨城県 返礼品で、飯塚市の事を知りましたが、市の活動の足しにでもなればと思います。

大阪府 楽しみにしてます

東京都 出張で飯塚市を訪問したことがあります。 少ない寄付ですが活力ある地域づくりにお役立てください。

兵庫県 応援しています！

神奈川県 美味しい明太子、待ってまーす！

沖縄県 応援してます。頑張ってください。

神奈川県 コロナがまだまだ心配です。気を付けて頑張りましょう。

神奈川県 コロナがまだまだ心配です。注意して頑張りましょう。

大分県 頑張ってください。

静岡県 大変な時期ですが頑張って下さい。

神奈川県 有効にお使いください

福井県 頑張って下さい。

千葉県

知り合いの家が飯塚にあり、子供の頃は夏休みになると遊びに行っていました。この前久しぶりに訪れたら

ほとんど禿山だったイメージのボタ山が立派な小山になっていて驚きました。第二の故郷です。頑張ってく

ださい！

東京都 がんばってください

千葉県 大変質の高い返礼品という事で今回納税させていただきました。 引き続き頑張ってください。

北海道 老朽化したインフラの復旧に役立ててください。

東京都 応援してます。

長野県 昨年に続き今年も寄付いたしました。 寄付金を有効活用して頂けるようにお願い致します。

山口県 コロナも落ち着いた感じになりましたので、頑張ってください。

岡山県 高齢者に優しい街作りをして下さい。

愛媛県 応援しています。 頑張ってください。

栃木県 コロナに負けず頑張ってください。

茨城県 特にありません。

神奈川県 友人が居住して働いています。産業・経済の活性化に役立ててください。

千葉県
いつも美味しくいただいております。 かれこれ何年もリピートさせていただいております。 市の発展に貢献

できると嬉しいです！

岐阜県 昨年食べてめちゃくちゃ美味かったので、リピートです！



埼玉県 少ない金額ですが応援致します?

群馬県 少しでもお役に立てれれば嬉しいです。

神奈川県 キレイで安全な街づくりを応援しています。

東京都 子育て事業の強化、おねがいします

兵庫県 昔お世話になった人が住まれています。微力ながら飯塚市の発展を応援しています。

大阪府 頑張ってください

東京都 応援してます。

東京都 応援してます。

兵庫県 楽しみにしています！

東京都 応援しています。

長崎県 子供達の為に寄付金を使用してほしいと思います。

埼玉県 飯塚市の増々の発展を応援します。

三重県 一度は行ってみたいです

静岡県 寄付金の有効活用を期待します！

愛知県 頑張って下さい

東京都 頑張ってください

愛知県 子育て支援に使っていただけたらと思います。

静岡県 応援しています

埼玉県 頑張ってください！！

愛知県 頑張ってください！

岐阜県 美味しいハンバーグ、期待してます。

愛知県 飯塚市の発展応援してます。

石川県 応援しています。

岡山県
昨年から寄附をさせていただいています。 このハンバーグは味、量とも大変お得な返礼品で、重宝させてい

ただきました。 今年も心ばかりの金額ですが、自治体の発展に微力でもお役にたてれば嬉しく思います。

兵庫県 知り合いが介護施設を開設し頑張っているので応援のため寄付させていただきました

東京都 街づくりの推進　頑張ってください。 応援しています。 訪問したいと思います。

愛知県 地域の益々の発展を期待いたします。 頑張ってください。

熊本県 福岡県民、特に農業の皆様への手厚い支援をお願いします。

京都府
初めてふるさと納税を行い、皆さんのメッセージから福岡県飯塚市の返礼品が楽しみに思ったので寄附しよ

うと決めました。到着が楽しみです。

神奈川県 少ないですが、子どものために使ってください。

埼玉県

福岡は行った事が無い街ですが、

コロナが収まったら遊びに行きたい街ナンバー１です

活気あふれる街の為にお金を使って欲しいと思います。

神奈川県 頑張って下さい。

北海道
美味しそうな牡蠣に惹かれ寄付させていただきました。

応援しています。

京都府 コロナに負けるな！

静岡県 頑張ってください

奈良県 頑張ってくださいね

大分県 20年先も活気ある町つくりをお願いします！

大阪府 頑張って下さい。

愛知県 遠くからですが、応援してます。

島根県 頑張りましょう

東京都 役立ててください

神奈川県 コロナで大変かと思うますが、身体に気をつけて頑張ってください。



東京都 日本橋でのPR活動を拝見し、この度の納税に至りました。コーヒーごちそうさまでした！

東京都 頑張ってください。応援しています。

千葉県 コロナに負けずに頑張ってください

神奈川県 いつも美味しい品をありがとうございます！

茨城県 頑張りましょう

神奈川県 青春の門

新潟県 コロナが落ち着いてら行ってみたい。

山梨県 素敵な街づくりに期待しています！

東京都 炭鉱と神功皇后の遺構を見に行きたいと思います。

福岡県 応援しております

長崎県 お年寄りを大切にする自治体になって下さい

愛知県 頑張ってください！

兵庫県 子供たちの明るい未来のために役立てて下さい。

奈良県 少ないですが、有効活用してください。

大阪府
コロナ禍で 旅行にも行けませんが

遠くより応援しておりますm(_ _)m

岐阜県 頑張ってください

佐賀県
医工連携でお世話になり、取り組まれている内容に感銘を受けておりましたので、これからも発信型市町村

であり続けていただけますと幸いです。

東京都
以前、福岡に旅行に行ったことがあります。今は、コロナでなかなか自由に旅行に行けませんが、また遊び

に行きたいです。今回は、大好きなナッツをこちらで購入できて嬉しいです。楽しみにしています。

神奈川県 応援しています！

静岡県 笑って過ごせる未来のためにお金を使って下さい。

神奈川県 これからも魅力的なまちづくりをお願いいたします。

奈良県 頑張ってください！

千葉県 住民の方に役立てて頂ければ幸いです。

福井県

美味しい返礼品をご用意下さりありがとうございます。子ども達が安心して通学、生活出来る環境が良くな

る事を願っています。

宜しくお願い致します。

岡山県 飯塚市頑張れ！

東京都 いつも素敵な返礼品、楽しませていただいております。今後も頑張ってください。

新潟県 コロナ禍大変ですが応援しています。

東京都 がんばれ

東京都
旧穂波町の出身で嘉高のOBです。国の締め付けで地方自治が困難になる状況ですが、ますますの飯塚市の発

展をお祈りします。

福岡県 公共の乗り物が充実して人口が増えたらいいのになと思います。

北海道 よろしくお願い申し上げます。

埼玉県

初めてのふるさと納税で選ばせて頂きました。

何かと大変だった1年が終わろうとしています。

来年は良い年になるといいですね。

頑張りましょう！

山形県 子供達が住みよい街づくりを通して、地域の発展を期待しています。

山形県 これからも安全安心な食の提案をお願いします。

静岡県 役立てたら嬉しいです。

神奈川県 いろんなことに取り組みを行っていることを今回知りました。これからも頑張ってください。

静岡県 地域福祉や障がい者福祉にご活用ください。



岐阜県 福岡県を応援してます！

東京都 何かと先が見えない現状ですが心すり減らず頑張りましょう！

福島県 遠く離れた地の為　行けそうにないので特産物で応援します。

福島県 遠い地なので　なかなか行けそうにないので特産物で応援します。

兵庫県 福岡は食べ物も美味しくてよく旅行で行きます。母の田舎も九州なのでみなさん頑張ってください！

京都府 前回もお願いさせていただきました。 コロナ禍で大変な中ですが皆さまどうぞお身体にお気をつけられて。

大阪府 返礼品ありがとうございます。

東京都 昨年、美味しかったのでリピートしました！

大分県 頑張って下さいね。!

栃木県 教育にお役立て下さい。

三重県 応援しています。頑張ってください。

栃木県 社会的立場の弱い方に有効に使われることを強く望みます

山形県 返礼品でとても人気があるみたいなので、到着を楽しみにしています。

神奈川県 子どもの育成にお役立てください。

宮城県 毎年楽しみにしてます！ これからも頑張ってください！

東京都 コロナに負けず皆で頑張ろう！

佐賀県 是非子育ての支援に使っと欲しいです。子供とハンバーグ楽しみしてます

東京都 初めて利用させて頂きます！ まちづくりに役立てればと思います。

北海道 素牛はわが北海道生まれかもしれません！おいしいお肉をありがとう

埼玉県
昨年も飯塚市へふるさと納税させていただきました。返礼品のハンバーグがとてもおいしかったので今年も

納税させていただきます。生活困窮者に役立てていただきたいです。

大阪府 貴志を応援しています

愛知県 頑張ってください。

埼玉県 子供達のために使っていただけると嬉しいです。

京都府
福岡は好きな所です。

頑張ってください。

静岡県 道路整備など、交通安全に活用して下さい。

京都府 いい町作りをしてくださいね。

福岡県 嘉穂劇場頑張って再開してください。

福島県 子供や高齢者の為に頑張ってください

神奈川県
子育てしやすい町を作って頂き、飯塚市を盛り上げて頂きたいです。

コロナが落ち着いたら、是非福岡県にも行きたいと思います。

京都府 頑張って下さい

大阪府 子育て支援頑張ってください。

東京都 頑張ってください。

大阪府 地域の活性化を応援します。

鹿児島県 コロナに負けるな

東京都
いつもありがとうございます。

応援しています。

埼玉県 将来を担う子供への教育費に充ててください。

大阪府 頑張ってください

長野県 応援しています。子供達の未来のために頑張って下さい。

福岡県

町を歩いていると、うどん屋さんやたこ焼きのような謎のおやつ（おいしかったです）屋さんなど気取らず

歩ける町を行き交う人々の心に歴史と文化が息づいているのを感じました。河川の改修跡や消防栓など昭和

の雰囲気がこの令和にも色濃く残っているのに感動しました。子供たちが和の心を持って郷土に誇りを持

ち、若者が安心して帰ってこれるような安全で豊かな町になりますように。



神奈川県
自然と伝統が融合する素敵な街だと思いました。

陰ながら応援しています。

千葉県 福岡大好き！小学ですが使って下さい。

神奈川県 いつも美味しいコーヒーをありがとうございます。

千葉県 少額で恐縮ですが、お役立て頂けると嬉しいです。

神奈川県 まちづくり応援しています。

埼玉県
ハンガーグが20個もなんてうれしいです。

楽しみにしています。

神奈川県 美味しい蟹を毎年楽しみにしたいと思います。是非お願いします。

千葉県 町にお住まいの方の為にお使い下さい。

東京都 楽しみにしてます！

東京都 ふるさと！応援してます^ ^

千葉県 頑張ってください！

兵庫県 頑張ってください！

愛知県 若い方から年配の方まで住みやすい街になるように応援します

埼玉県 ハンバーーーーグ

千葉県 頑張ってください。

愛知県 少額ですが、ご活用下さい。

北海道 ハンバーグ２０個が魅力的で購入してみます。

東京都 同じ福岡出身の者として応援します。

東京都 福岡県出身の者です。頑張って下さい

東京都 より良い環境の都市つくりを応援しています。

宮城県 飯塚市を応援しています！

島根県
私の亡き父が福岡県の出身です。大正の生まれで有り、詳しい生まれ場所は不明でありますが、貴市と思っ

て発展されんことを祈ります。

東京都 地域活性化を応援しています。

東京都 週刊誌に飯塚市の広告が載っていて調べてみました。

静岡県 仕事でよく行ってました！

東京都 ハンバーグ楽しみにしています！ いつか行きたい地域の一つです！ 頑張ってください！！

神奈川県 コロナに負けるな

東京都 豊かな自然を大切にお願いします！

神奈川県 頑張ってください！

東京都 みんなが幸せに！

神奈川県
私が現役であったころ貴市にある嘉穂高校出身の方に大変お世話になったことがありまして、何かの縁かな

と思い応募しました。かつて、炭鉱の町が大きな発展をなしているとのこと頑張ってください。

群馬県 子供達の笑顔あふれる町を作っていただけたらありがたいです。

静岡県 寄付３年目です。 これからも応援しています。

神奈川県
家内の故郷が福岡県なので今回初めてふるさと納税制度を使って依頼させていただきました。届いた商品は

しっかりと堪能させてもらいます。 今後とも宜しくお願い致します。

京都府 !!福岡　魅力的です。

和歌山県 コロナに負けず頑張ってください

大阪府 子供達を守るために頑張って下さい。

神奈川県 応援しています。

神奈川県
福岡県には親戚が住んでおり、何度も訪れ馴染み深いです。

応援してます。

三重県 三重から応援してます。

広島県 がんばってください！



栃木県 青春の門愛読していました。

岩手県 応援しています！

神奈川県 今ある自然を、守りながら発展していって欲しいです！

東京都 応援しています。頑張って下さい

東京都 頑張ってください

大阪府 頑張って下さい

愛知県 頑張って下さい！

滋賀県 一緒に頑張ろう！

東京都 東京ガス社会人野球の益田くんを応援します。

神奈川県 私の生まれた場所は飯塚です。今は関東にいますが、生まれは飯塚と誇りに思っています。

京都府 頑張ってください。応援しています。

東京都 教育環境を充実させて頂きたいです。

神奈川県 町作り応援しています！

熊本県 コロナに負けずに頑張りましょう！

鹿児島県 頑張ってください

埼玉県 美味しそうなハンバーグだったので応援したくなりました！

福岡県 妻の実家が隣町です。 頑張ってください!

北海道 応援しています。頑張ってください！

静岡県 コロナで大変だと思いますが頑張ってください

福島県 初めての利用で少し心配ですが、宜しくお願いします。

愛知県 美味しいハンバーグ楽しみにしております！

香川県 豊かな生活が出来る街づくりを行えるよう、頑張ってください。

埼玉県 頑張ってください！

兵庫県 福岡県飯塚市へ初めての納税です。 楽しみ★

茨城県 有意義にお役に立てば幸いです。

神奈川県 コロナで困っているご家庭に活用してください

大阪府 昨年のハンバーグ美味しかったです。 今後も地域の活性応援します。

愛知県 町の活性化

北海道 何かお役に立てたら幸いです。

群馬県
汗水垂らして働いている私に取りまして、この企画はなによりの励みになります。皆様もどう頑張って下さ

い！

東京都 応援しています、頑張ってください。

東京都
この申し込みで飯塚市の場所を知りました。コロナウイルスで活動が小さくなっていますが、元気に頑張り

ましょう。

東京都 道路の拡幅をして、交通事故のない街づくりをしてください

福岡県 応援しています

東京都 昨年もふるさと納税させてもらいました。応援してます。

岐阜県 去年に引き続きです。がんばってください。

愛知県 有明海の海苔大好きです頑張ってください

静岡県 頑張ってください！

茨城県 頑張りましょう！！

東京都 素敵な返礼品をありがとうございます。九州を応援しています。

愛知県 美味しくいただきます！

東京都 微々たるものですがいい街づくりに活かしてください。

三重県 微力ではございますが、飯塚市を応援します。美味しいハンバーグが届くことを、期待しています。

東京都 応援してます！

大阪府 頑張ってください



埼玉県 ぜひ包括的性教育にも力をいれていただけると嬉しいです。

岡山県 ご縁が少ない地域ですが、美味しいもののご提供嬉しいです。

北海道 華味鳥大好きです。

大阪府 無理なく頑張って下さい。

静岡県 頑張れ飯塚！

京都府 子供達の幸せの為に使って下さい！

埼玉県
我々の世代は飯塚市といえば「青春の門」。歴史の景観を大事にするとともに産学連携によるのさらなる発

展に期待しています。

滋賀県 役所の方々、国からの仕事がいっぱいでご苦労様です。応援してます。

静岡県 少しですけど使ってください

東京都 旅行に行きたいです！

長野県 福祉の充実を願います。

埼玉県 コロナに負けず生きましょう

岡山県 親戚を訪ねて、時々訪問します。好きな市の一つです。

神奈川県 市の発展を応援します！

千葉県 応援しております。

奈良県 これからも、すばらし返礼品を期待しています。

兵庫県
たくさん美味しい食べ物がある飯塚市に魅力を感じております。

いつか行ってみたいです。

神奈川県 毎日ご苦労様です。

群馬県 返礼品のボリュームが魅力です。

富山県 返礼品ありがとうございます。頑張ってください。また応援します。

東京都 地域の発展を願っています。

神奈川県 今年も応援させて頂きます！

愛知県 美味しものをたくさん届けていただけるような元気なまちであり続けてください。

茨城県 少しでもお役に立てれば幸いです。

大阪府 今年頼んだみかんが美味しかったので、また、お願いします。

埼玉県 初めてのふるさと納税で、選びました！

大阪府 毎年、品質の良い明太子を送っていただき、ありがとうございます。

大阪府 いつか遊びに行かせてもらいます！

東京都 頑張ってください。

埼玉県

一度行ってみたい福岡県

魅力的な県です。

旅行に行ける日を楽しみにしてます。

埼玉県 ご発展をお祈りします。

愛知県 応援してます。

石川県 昨年も美味しくいただきました。いつか行ってみたい土地です！

三重県
美味しいハンバーグから福岡県飯塚市を知りました。それから何度かふるさと納税をして、いまでは自治体

自体もかなり応援しています。がんばって下さいね。

静岡県 最近、地震が頻発しておりますが、皆様体調には気を付けて頑張ってください。

奈良県 頑張って下さい！

長野県 頑張ってください!

大阪府 応援してます

兵庫県 飯塚市さんの益々の発展をお祈りします。

大阪府 頑張ってください。

茨城県 福祉が充実される事を望みます。

埼玉県 応援しています??



埼玉県
コロナが収束したら九州へ旅行へ行きたいと思っています。 コロナ禍で苦しいところもあるかと思います

が、がんばりましょう！

鹿児島県
私は医療従事者ですが、厳しい現実と向き合っています。どうか飯塚市の医療従事者の方に少しでも役立て

られたらと思っております。

東京都 良いまちづくりに貢献できると幸いです。

東京都 頑張って下さい

沖縄県 飯塚市を応援しています！

東京都 飯塚病院の皆様の努力に感謝します

茨城県 これからも応援します

大阪府 より良い福祉サービスして下さい。

広島県 いつもお世話になります。頑張ってください。

埼玉県 頑張ってください。

神奈川県 コロナに負けず頑張りましょう。

静岡県 皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

東京都 頑張ってください 応援しています

大阪府
初めて飯塚市へふるさと納税します。ハンバーグがとても美味しそうだったので申し込みしました。今後も

魅力的な商品を希望します。

神奈川県 未来の子供たちの教育に納税します！

大阪府 頑張れ

神奈川県 いつか訪ねさせていただきます。

福岡県
近年起こっている自然災害等に対する取り組みの強化や、安心して生活することのできる生活環境の整備に

使っていただけると嬉しいです。

兵庫県 息子が大学生活でお世話になっているのご縁で今年もさせていただきます。

千葉県 応援してます！

福岡県 福岡県在中です。初めて寄付させて頂きました。頑張って下さい。

東京都 コロナ禍で大変な時が続きますが、お互い頑張りましょう！

山口県 何回も寄付しています。商品が素晴らしい！

埼玉県 応援します！

大阪府 頑張ってください。

福岡県 初めて寄付します。これこらの福祉社会に少しでもお役に立てたら幸いです。

兵庫県 福岡大好きです 街の発展を応援してます

神奈川県 いつも応援しています。より良い街づくりを目指し頑張って下さい。

東京都 がんばってください！

新潟県 地域の振興を応援いたします

静岡県 応援しています。

東京都 コロナで大変な時期ですが頑張ってください。応援します。

新潟県 飯塚市、関係者の皆様へ  教育への取り組みに、少しでも協力出来ればと思いました。頑張って下さい！

埼玉県 これからも今以上の環境を守り、素晴らしいまちづくりを期待致します。

東京都 コロナが終わったら是非遊びに行ってみたいと思います。

神奈川県 応援してます

東京都
いつも美味しく頂いてます。 まだまだ、コロナ禍の社会的影響は大きいですが、少しでも地域振興のお役に

立てたらと思います。皆様のご健康をお祈りしながら、益々のご活躍を願っております。

兵庫県 昨年も購入しました！ 飯塚市の発展をお祈りしています。 頑張って下さい！

東京都 地域の活性化頑張ってください！！

滋賀県 コロナが落ち着いたら遊びに行きます

三重県 魅力ある街づくりをしてください。

福岡県 がんばってね！

大阪府 福祉の向上にお役立てください。



東京都 いつか福岡遊びに行きます！頑張って下さい！

東京都 がんばってください！

東京都 一日も早くコロナが収まりますように。 頑張ってください。

兵庫県 頑張ってください！

奈良県 コロナに負けず頑張りましょう！

兵庫県 頑張ってください

大阪府 コロナでまだまだ大変な中ですが、みんなで頑張りましょう

北海道 教育資金にしてください。

北海道 子育て事業に資金を回してください。

富山県
去年も利用させていただきました！とてもおいしく、今年も寄付させていただきます！いつか訪れてみたい

なと夢見ています。住みやすい街づくりに少しでも役立てていただけたら嬉しいです。

山口県 子どもたちの健やかな幸せを願っています。

千葉県
ワンストップでの申請ますので，よろしくお願いいたします。 事業のほう，頑張ってください。応援してい

ます。

長野県 畜産農家さん応援してます！

愛知県 昨年とても美味しく頂きましたので今年もよろしくお願いいたします。 家族で楽しみにお待ちしています。

福岡県 少額ですが飯塚市のためにお役立てください。

東京都 頑張ってください。 仕事落ち着いたら福岡行ってみたいです。

兵庫県 市民のために頑張って下さい！

茨城県 頑張って下さい！

東京都 ハンバーグ最高です！

東京都 コロナで大変だと思いますが、一緒に頑張りましょう！

鹿児島県 お年寄りに優しい町作りに微力ではありますが役立てて下さい。

愛知県 いつか旅行に行きたいです。 頑張ってください。

山梨県 いつか行ってみたいです

東京都 ずっと福岡県に旅行しに行きたかったです。時間があればぜひ

東京都
去年も購入させていただきました。とても美味しかったので、リピさせていただきました。コロナに負けず

経済の活性化頑張ってください。

千葉県 コロナ禍ですが、負けずに頑張ってください！

大阪府 頑張って下さい！

山口県
甥が飯塚市の大学在学中、大学祭に毎年おじゃまさせていただきました。暮らしやすい街だなと感じまし

た。飯塚市の皆さん、応援しています。いつかまたゆっくりおじゃましたいです。

岐阜県 子供がいつもおいしくいただいています。

秋田県 みんな明るい町づくりしましょう！

東京都 らしい街づくりを！

埼玉県 前回の対応が親切で　商品も大満足でしたので、再度　寄付させて頂きたいと思います!

静岡県 毎年応援してます。頑張ってください。

東京都
飯塚市

応援してます。

新潟県 子供たちの為に！

千葉県

福岡には何度も出張でいきました。

飯塚市出身の方々にも大変お世話になりました。

他方面の活用の足しにして下さい。

東京都 初めて寄付させて頂きます。福祉の充実にお使い頂ければ、と思います。

千葉県 子供達が希望が持てる地域作り期待します。

大阪府 頑張ってください。



神奈川県 がんばれ！

栃木県 毎回美味しく頂いています。楽しみです。

兵庫県

今回初めてのふるさと納税を利用しました。

直接ゆかりはないのですが、これを機会に繋がり持てればと思っています。

海鮮類がとても好きなので返礼品を楽しみにしています。

コロナ禍で厳しい状況が続いておりますが、コロナに負けず協力しながら頑張りましょう。

福岡県 これからもますます魅力的な自治体として発展されますよう応援しています。

神奈川県 若い人たちへの教育をさらに充実させてください。

愛知県 コロナ禍に負けず共に頑張ろう

北海道 コロナ禍で移動も自粛中ですが　もう少し皆様で頑張りましょうね

北海道 頑張ってください！

大阪府 頑張ってくいださい！

石川県 いつか観光に行きたい街です！頑張って下さい！

千葉県 初めて頼みますがどのように調理するかイメージしながら楽しみに待っています。

福岡県 地域振興のお役に立てればと思います。

京都府 美味しいハンバーグ3回目のリピです！

東京都 応援しています！

大阪府 よりよい市となりますように！

大阪府 飯塚市の学生の為になる様に活用ください。

茨城県 1月に福岡に行く予定です。

東京都

近所のスーパーでなんばん往来を購入して以来、すっかりハマりました。たいへん美味しかったです。新型

コロナウイルス感染症の影響でどこの自治体も、またどこに暮らす人もみなさん困難を抱えています。お住

いの住民の福祉向上に少しでもお役に立てれば嬉しいです。

東京都 高齢者の方々がいきいきと過ごされるようお使いいただけたらと思います。

東京都 応援してます！

茨城県 今回のふるさと納税を機に、訪れる機会を作れればと思います。

神奈川県 これからさらに追加で納税させて頂きますので、宜しくお願い致します。

静岡県 素敵な返礼品をご用意くださりありがとうございます。 これからも応援しています。

静岡県 昨年に引き続き返礼品が届くのを楽しみにしています。

鹿児島県 コロナに負けずに頑張りましょうね！

愛知県 昨年も利用させていただきました。 大変な時期ですが頑張って下さい。

神奈川県 楽しみにしています。

愛知県 大変なですが、時期ですが、頑張って下さい

京都府 頑張りましょう！！

千葉県 コロナ禍で大変ですが頑張りましょう

広島県 役に立てて下さい

愛知県 頑張って欲しい。

兵庫県 飯塚市を応援しています

東京都
毎年、飯塚市のハンバーグを頂いており、家族に大好評です。

これからも地域振興、発展の為、頑張って下さい。応援しています。

東京都 飯塚市の発展を祈ります

岡山県 教育向上に役立ててください。

福岡県
飯塚市を愛してやまない方なので、敢えて飯塚市の物にこだわりました。

いつまでも発展しますように祈っています。

東京都 今年も地元を応援します！

愛知県 昨年もお願いしました。今年もお願いいたします。

大分県 飯塚市の産業がさらに発展していく事を願っています。



千葉県 少しでも役立てたら嬉しいです

福岡県 がんばれー

北海道 発達障害の子供のためにお役立てください

広島県 素晴らしい町づくり頑張ってください！

神奈川県 新産業の誘致で町の振興を是非図っていただきたい。

福島県 さらなる発展をお祈り致します。

愛知県 コロナ禍で大変ですが、頑張ってください。

愛知県 これからも、美味しい返礼品を期待しています。

東京都 福岡県の出身なので申込みました、頑張ってください！

北海道
訪問したこともない九州ですが、遠い北海道から応援したいです。町の活性化に少しでも役立てば幸いで

す。

東京都 お互い頑張りましょう！

東京都 素敵な街づくり頑張って下さい！

京都府 頑張って下さい

愛知県 頑張って下さい。

愛知県 義父の故郷です。応援しています。

埼玉県
飯塚市は訪れたことがないのですが、自然あふれる場所だとふるさと納税を通じ知り、是非訪れたいと思い

ました。

熊本県 子供が受験生なので目に留まりました。 何かお役立て頂ければ幸いです。 応援しております！！

埼玉県 ※福岡県ガンバレ!

宮城県 頑張ってください。

千葉県 災害に負けず頑張ってください。

大阪府 遠い地より貴市のご繁栄を応援しております。

大阪府 暮らしやすい街作りをして下さい

京都府 頑張ってください

埼玉県 お金を有効に使ってください

埼玉県 飯塚にはオートレースを観にいったことがあります 文化事業に力を入れてください

千葉県 特産振興課進さん、武内さんにお会いして感銘を受けました。頑張ってください。応援します。

熊本県 子どもが、飯塚市の大学に通っていましたので、愛着があります。

大阪府 教育と文化の発展に役立ててください。

兵庫県 飯塚市の子供たちの役に立つことにつかってもらえると嬉しいです

大阪府

20年以上前になりますが福岡に住んでいました食材が新鮮で食べ物が美味しかったのでおせちをお願いしま

した自家製では年々品数が少なくなる昨今到着を楽しみにしておりますコロナで旅行もままならず経済活動

が停滞していますがネツトなどでささやかでも応援できればと考えます各地の良いものは絶やすことの無い

よう頑張ってください

静岡県 福岡県大好きです。飯塚市の発展をお祈り申し上げます。

愛知県 頑張ってください。

兵庫県 頑張ってください。

千葉県 頑張って下さい

奈良県 いい街になりますように

徳島県 頑張ろう

鳥取県 行政の活性化に頑張って下さい?

東京都 お役立てください

北海道 応援しています！

大阪府 未来ある子供の成長に役立てください！

愛知県 市民福祉の向上をお願いします!

大阪府 4人の子育て真最中です。未来を担う子どもたちに良い環境を希望します。



三重県 豪雨とかで大変な地域もあると思いますが、頑張ってください！

広島県 頑張れ！！飯塚市！！

宮城県 産業の発展にお役立てください。

埼玉県 頑張れ飯塚市の皆さん

東京都 子供たちが安心して成長していける環境を整えていってください。

東京都

今日、日本橋プラザビルで飯塚市の案内をいただきました。「きれいなコーヒー」をいただきました。美味

しかったので、応援したくなりました。

コロナ禍でやや旅行も行けない中イベント開催いただいて知りました。

滋賀県

昨年に続き今年も選ばせてもらいました。ハンバーグにデミグラスソースがとってもよく合います。立派な

メインおかずが湯せんで15分でできるのはありがたい。今年もすぐ消費すると思います。届くのが楽しみで

す。

福島県 ステキな返礼品を楽しみにしています。 全ての人に優しいまちづくりを期待しています。

愛知県 頑張ってください！

神奈川県 頑張ってください

茨城県 コロナ禍ですが、頑張っていきましょう。

山口県 子供が大学生活でお世話になっている街なので応援させていただきます。

埼玉県 より良いまちづくりに活用ください。

大阪府 父母が福岡出身です。頑張ってください。

三重県 楽しみにしています。

京都府

南海時代からのホークスファンです。

今年は、一回のも福岡ドームに行けなかった。

コロナでお互い大変ですが、頑張って乗り切りましょう。

岐阜県 地域活性化を応援します。

東京都 がんばれー！ハンバーグ楽しみにしてます。初納税品に指名しました！

広島県 毎年のように教育に貢献できればと思っています。将来の子供たちの為、使って頂きたいです。

三重県 コロナで景気低迷の中、景気回復に利用してください。

香川県 遠い香川県からになりますが、飯塚市の発展に少しでも力になれればと思い寄付をさせていただきました。

神奈川県 活動を応援しています。

千葉県 頑張ってください。

長野県 がんばろう

神奈川県 楽しみにしています！

京都府 頑張ってください

栃木県 返礼品のお店を応援したい。ここのもつ鍋はどこよりも美味しい！絶品です！！

東京都 飯塚市頑張ってください。

東京都 このような時期ですが頑張って下さい。

東京都 頑張ってください！応援しています。

北海道 応援しています。

群馬県
応援しています。

色々大変でしょうが頑張ってください。

愛知県
毎年寄付させて頂いております。

飯塚市の益々の繁栄をお祈りしています。

埼玉県 コロナを乗り越えて頑張りましょう

東京都 自然豊かな素晴らしいまちづくり応援してます

東京都 自然豊かな素晴らしいまちづくり応援してます

東京都 少額ですが、子供食堂の運営に使ってください。

愛知県 飯塚幸三さんによる風評被害に負けずに頑張ってください！



愛知県 有効活用してください

香川県 コロナ禍ではありますが、頑張ってください

福島県 子供たちの将来を見据えた活動に期待します。よろしくお願いたします。

東京都 応援しています。

神奈川県 がんばってください！

兵庫県 飯塚市さんの益々の発展をお祈りします。

岐阜県 これからの未来となる子供達への支援に役立てていただけると幸いです

兵庫県 飯塚市さんの益々の発展をお祈りします。

愛知県 応援しています。頑張ってください。

埼玉県 会社の同僚が飯塚市出身でしたので親近感があります。この寄付がお役に立てればありがたいと思います。

愛知県 子供たちの未来のためにがんばってください。

京都府 応援しております。一昨年、昨年ともに立派な数の子でしたので、今年もお願いしたいと思いました。

東京都 返礼品が届くのを楽しみにしています。

愛知県 前回も美味しく頂きました。リピートします！

大阪府 地域農業の振興を応援します。

東京都 地元飯塚、大好きです！

埼玉県

去年も申し込みました。

とても美味しいハンバーグで、あっという間になくなってしまいました。

少しの寄付ですが、お役に立てていただけると幸いです。

東京都 応援しています！！

新潟県 頑張ってください！

福岡県
１０年ほど飯塚市で働いておりました。現在は北九州市で勤務しておりますが、飯塚市には友人も多く今で

も時折訪れております。この寄付が少しでもお役に立てたら幸いです。

埼玉県 魅力ある町づくりを応援します。

福岡県 力を合わせて困難な時を乗り越えましょう

栃木県 住民福祉事業を充実させて下さい。

埼玉県 子どもたち誰もが安心して暮らせる環境、場所づくりをお願いします。

千葉県 未来の子供たちのために大切に使ってください。

千葉県 福岡を出ても心は福岡県民です。応援してます。

大阪府 親戚を通じてご縁があります。今後のますますの発展をお祈りします。

東京都 皆様が幸せに暮らせますように！

神奈川県 福岡県出身者として応援しています

東京都 新型コロナ等で地域経済や産業も大変だと思いますが、頑張ってください。

東京都 地方の活性化として有効活用願います。

神奈川県
コロナ禍ですが皆さん頑張ってくださいね。

応援してます。

大阪府
両親が九州出身で、子供の頃から、あっちこっち行ってたので、とても愛着があります。

是非とも応援させて頂きたく思って、今回させて頂きました。

茨城県 素敵な町づくりを応援してます

京都府 父親が仕事をしていたそうです。懐かしい町です。

愛知県 コロナ禍で大変だと思いますが頑張ってください

東京都 好きな街です！

青森県 地域の皆様のお役に立てていただければと思います。

青森県
受験生がいるため、少しでもあやかろうと思い申し込みました。 このおせちをいただき、明るい気持ちで臨

んでほしいと思っています。 心が和む返礼品に和みました。

愛知県 コロナで大変ですが、頑張って下さい!!



愛知県 初めてのふるさと納税なので楽しみです

大阪府 初めて寄付させて頂きます。 返礼品楽しみにしております。

埼玉県 コロナで大変ですが頑張ってください！ 応援しています！

東京都 頑張ってください(*^^*)

愛知県 地場産業頑張って下さい。少しでもお役に立てたら幸いです。

鳥取県 頑張ってください

岡山県 大好きな福岡へ　また訪れることができますように

沖縄県 地域が元気になりますように。

福岡県
申込者、返礼品送付先、書類送付先、全部違うのでお手数おかけしますがよろしくお願い致します。高齢化

が進む中で、お年寄りでも住みやすい街になりますよう頑張ってください。

長野県 公園が多く、自然豊かな町。これからも応援します。

大阪府 何かのお役に立ちますように

岡山県 活気ある街づくりのために、是非ご活用ください！

埼玉県 返礼品楽しみにしています。

長野県 更なる教育の充実を願います。

静岡県 お互いがんばっていきましょう。

兵庫県 この寄付金を、市民の安全な生活に役立てて下さい。

東京都 夫婦共に福岡出身です。妻は飯塚市内の病院で看護師をしていました。 純粋に応援しています！！

東京都 夫婦共に福岡出身で、妻は飯塚市内の病院で看護師をしていました。 純粋に応援している市です！！

新潟県 頑張ってください。

北海道 頑張ってください。

福島県 行ったことがないけど興味津々です！子供の力を信じて新しいことに挑戦して下さい！

愛知県 応援しています。

岡山県 経済活性化と市民の皆さまの生活にお役立て頂けると幸いです。

神奈川県 美味しくいただきます。

京都府 みんなで頑張りましょう！

青森県 頑張ってください！

長野県 飯塚市がんばれ

福岡県

実家がすぐ隣の小竹町で、馴染みのある地域なので応援させていただきます。 飯塚市も栄えているところは

便利ですが、街から少し離れるとお店も少なく高齢化が進むなかお年寄りは大変だと思うので、買い物難民

対策などに励んでいただきたいです。

群馬県
ふるさと納税できないチーズハンバーグがとても美味しいのでリピートします。これからも頑張ってくださ

い。遠くから応援しています。

新潟県 まちおこし応援しています。

大阪府 子供達に使ってもらえれば嬉しいです！

三重県 楽しみにしてます

三重県
飯塚市には古くからの母の友人がいて何度も行きました。しかも以前から愛用していたダチョウの抗体マス

クで大変嬉しく初めてふるさと納税いたします。

神奈川県
昨年、返礼品のハンバーグを申し込み食べましたら大変美味しかったでした。今年も既に頼みましたが追加

で再度申し込みました。

埼玉県 応援しています。

東京都 地元産業の発展、継続を願っています。

埼玉県 いいまちづくりを応援しています

沖縄県 昔近くの動物園で勤務していました。魅力的な返礼品にも惹かれています。

千葉県 頑張ってください!

神奈川県 美味しいハンバーグ有り難うございます

東京都 小中学生の医療費負担を軽減してください。



東京都 おいしいミカンで飯塚市を盛り上げてください!!!

神奈川県 福岡大好きです。コロナ落ち着いたら遊びに行きます！

東京都 少しだけですがお役に立てれば幸いです。

千葉県 よりまちづくりに頑張ってください

愛知県 コロナに負けずに頑張りましょう！

鹿児島県 住みやすい町つくり、環境つくりに、使ってください。 孫たちがすんでおります。

東京都 頑張って下さい

埼玉県 毎年、些少ですが貴市を応援させて頂いております。お役に立てれば幸いです。

京都府 九州大好き！

茨城県 がんばってください

神奈川県 市の益々のご発展と活性化を祈念しております。

石川県 福岡県の牛肉を使ったハンバーグを楽しみに待っています。

神奈川県 安全で美味しい食材を提供し続けて頂けるように環境整備をお願い出来れば幸甚です。

群馬県 この魅力ある街の何かにお役に立てて頂けたら幸いと思います。

群馬県
九州の飯塚と言えばオートレースが印象深いです。そんな活気のある街に少しでもお役に立てればと思いま

す。

千葉県 頑張れ飯塚市

千葉県 美味しい野菜を楽しみにしています！

東京都 応援しています。良い街づくりに役立ててください！

長崎県 コロナにまけずにがんばろう！

千葉県 良き街づくりができますよう、応援しております。

大阪府 いつも応援しています。

神奈川県 母の出身地が飯塚のため選びました

東京都 頑張ってください！

福井県 素敵な返礼品に感謝。昨年に必続き参加しました。がんばってください。

神奈川県 観光のPR宜しくお願いします！

千葉県 コロナの感染は低くなつていますが、気を抜かず頑張ってください

大阪府 昨年度も応援させていだきました。ガンバレ

愛知県 頑張ってください！！！

大阪府 些少ですがお役に立てて頂けると嬉しいです。

香川県 少しですが、お役に立てれば幸いです。

京都府 些少ですが、お役に立てたらと思います。

大阪府 頑張ってください

大阪府 頑張ってください

茨城県 これからも応援します。 頑張ってください。

埼玉県 応援してます！

京都府 以前行った時おいしかったです！地域を盛り上げていきましょう！

東京都 頑張って下さい。応募しています。

神奈川県 市が発展されることを願っています。

埼玉県 コロナに負けず頑張れ!!!

北海道 年明けにお願い致します。

東京都 宜しくお願い致します。

東京都 子供達に有効に使って欲しいです。

大阪府 ひよこも好きです

大阪府 ハンバーグ楽しみです

静岡県
まだまだ大変な世の中ではありますが、少ない寄付ではありますがお役に立てていただければと思っていま

す



秋田県 頑張ってください

千葉県 九州に行ったことがないので、是非行ってみたいです。

兵庫県 今後もより良い物を提供いただき、活性化につなげてください。

奈良県 健康第一です

神奈川県 飯塚に以前遊びに行きました。豊かな自然が大好きです。自然を守ってください。

兵庫県 このハンバーグはすごく美味しいです。今年も楽しみです。

静岡県 介護福祉に尽力お願い致します。

兵庫県 ありがとうございます。

東京都
福岡県には、先月も博多等に行ったばかりで、大好きな県です。 飯塚市にはまだ行ったことがありません

が、今回ご縁があり、是非次回は訪問したいと思っております。

静岡県 いつか訪れたいです!応援しています！

福岡県 よく訪れる隣町です。美味しい店もたくさんありお世話になってます。これからも応援しております。

奈良県 飯塚市のご発展をお祈りいたします。

神奈川県 これから一段と寒くなりますので身体に気をつけて頑張って下さい。

東京都 応援します！よく出張でいきます。

三重県 がんばれ！飯塚市！

東京都
妻の両親が飯塚に住んでいます（私たちは東京都在住）。町の高齢化が進んでいるなか、少しでも次世代の

教育に役立てていただきたく寄附します。

愛知県 はじめてお世話になります。楽しみにしています。

東京都 妻の出身地なので応援します。

鹿児島県 福岡県の経済が復活するようお祈りしてます。

千葉県 子供達の教育にお役立てください。

福岡県

近いのでよくドライブに行きます。シュガーロードのおいしいお菓子のお店が多いので、いつも夫婦で楽し

くお出かけしています。 飯塚のひな祭りにも毎年行っています。商店街にもっと活気が戻るといいですね。

応援しています!

熊本県 子どもたちの成長のお役に立てれば幸いです。

神奈川県 少しですがご用立てください。

新潟県 元気でガンバロウ

神奈川県 ガンバレ!(^^)!　飯塚市！

埼玉県 地場産業の発展と活性化のために使ってください。

三重県

人気のハンバーグをわくわくしながら待ちたいと思います。

美味しいハンバーグがある飯塚市の皆様を応援しております。

頑張ってください。

宮城県 今年3回目です。いつもありがとうございます。そして応援しています。

岩手県 地方から日本をリニューアル！

大阪府 笑顔があふれる活性されますように

埼玉県 頑張ってくださいね

愛知県
ふるさと納税返礼品を見ていて、はじめて飯塚市さんを知りました。コロナの状況が良くなったら、福岡県

に行ってみたいです。

北海道 コロナ禍の中ですが、文化が衰退することなく継続していくことを願います。

北海道 応援してます!

沖縄県 微力ですが、大好きな「もつ鍋」を通して応援させていただきまます！頑張ってくださあい ^0^/

千葉県 皆が住みやすい町であるように！

東京都 未来の子供のためにこれからもがんばってください。

埼玉県
飯塚市会社の部下の出身地です。

応援してます。



三重県
よく、旅行に行って、楽しませてもらってます。

コロナ終息したら行きます。

大阪府 頑張りましょう

静岡県 応援してます！

兵庫県 九州出身です。頑張って下さい。

埼玉県
新型コロナの影響を受けている飯塚市への援助に少しでもなればと思い寄付しました。

新型コロナに負けず、頑張って下さい。

東京都
福岡出身で東京に住んでいてコロナ禍でなかなか帰省出来ないので家で味わえるのは嬉しいです。これから

も頑張って下さい。

滋賀県 観光地として魅力ある街作りをお願いします。

千葉県 よろしくお願いいたします

東京都 東京から応援しております!

東京都 虐待されている子供たちに何とかしてあげて下さい。

千葉県
毎回お世話になります。美味しい返礼品をいただき、

元気をもらってます！

三重県 福岡はご飯がとてもおいしいところだと感じます。

東京都 よりよい教育を期待します！

茨城県 町の発展につながれば幸いです。頑張ってください。

大阪府 頑張ってください。応援してます。

千葉県 頑張って下さいよー?

神奈川県 少しですが役に立てて下さい。

神奈川県 有効にご活用下さい。応援しています。

神奈川県 頑張ってください。

千葉県
今回初めて寄付させていただきます。ネットでも雑誌でも人気のハンバーグを楽しみしています。本場のあ

まおうも楽しみです。応援しています。

兵庫県 今回が初めてのふるさと納税なので、商品に期待します。

東京都 機会があれば旅行に訪れたい子どもと一緒に

東京都 ハンバーグいつも美味しく頂いています。

神奈川県 より良い町づくりに期待します。

奈良県 いいまちづくり頑張ってください。

奈良県 いいまちづくり頑張ってください。

大阪府 地域インフラの整備、生活基盤充実のお役に立てるように願っています！

神奈川県 子供たちの未来のために税金を利用してください。

神奈川県 子供たちの将来のために税金をお使いください。

岡山県 少額ですがお役立て下さい。

福岡県

以前、住んでいました。

とても住みやすく、思い出深いところです。

美味しいものも多かったです。

沖縄県 子供たちの笑顔があふれる街を応援します。

大阪府 頑張って下さい。

東京都 ふるさと納税にて少しでも応援できたら嬉しいです。（ハンバーグは無限リピート）

群馬県 初めてふるさと納税をさせていただきます！飯塚市が発展していくことをお祈りしております！

大阪府 頑張れ。

愛知県 コロナに負けない強い町！飯塚市！！

静岡県 子育て支援を宜しくお願いします。

静岡県 頑張ってください。

福岡県 数年前まで 時々 仕事でお世話になりました。 ささやかながら応援しております。



千葉県 初めて飯塚市にふるさと納税致します。地域の活性化につながることに期待致します。

千葉県

未来を担う子供たちを応援！

未来を駆け抜ける子供たちを応援！

未来を創造する子供たちを応援！

宮城県 頑張って下さい。

大阪府
応援しています。

より良い未来の為に使ってください。

神奈川県 未来有る子供たちに夢と希望を持って欲しいです。頑張れ日本の宝！

沖縄県 頑張ってください

岡山県 初めて利用します。

神奈川県 夢を追いかける町つくりを願っています

岡山県 頑張って下さい

福岡県 子どもたちがもれなく希望する教育を受けることができる制度の構築に役立ててください。

茨城県 より良い街づくりに活用して下さい。

群馬県 是非この寄付金で産業や経済をよりよく活性させて下さい。

京都府 ハンバーグ美味しいと聞きました。頑張って下さい。

東京都 未来子供の教育に頑張ってください。

長野県 頑張ってください。

京都府 厳しい状況が続きますが頑張ってください。

北海道 子供のために施策を充実して欲しいです。

徳島県 子ども達の教育に活用してください。

大阪府 毎年、寄付をしています。 コロナに負けず　来年も頑張ってください

埼玉県 今度遊びに行きます。

大阪府 毎年おいしく頂ております。頑張ってください。

東京都
ハンバーグ楽しみにしています。 よろしくお願いいたします。 画像に、働く人々や、建物、風景などある

と、より親近感が持てます。 ハンバーグ楽しみです。

徳島県 コロナに負けずにお互いに頑張りましょう?

広島県 頑張りましょー！

広島県 2回目の応援です。

北海道 いつか行ってみたいです。 応援しています！ 頑張って下さい^_^

福岡県 ささやかですが応援します。

東京都 コロナで大変ですが、がんばってください

埼玉県 飯塚市の職員の皆様の施策の推進により、市民の皆様の福祉向上を願っております。

三重県 頑張ってください。

静岡県 地域活性化に尽力してください。

愛知県
去年に引き続き、寄付させていただきます。とても美味しいハンバーグは家族から大好評でリピートさせて

いただきます。

大阪府 頑張ってください。

神奈川県 頑張ってください。

福岡県
同じ福岡県に住んでいますが、飯塚へは行ったことがありません。 いつか行ってみたいです！ うなぎも楽し

みです！

福岡県 同じ福岡県に住んでいますが、飯塚は行ったことがありません。いつか行ってみたいです！

福岡県 以前の勤務地でした。 飯塚市を含め、筑豊地域の活性化に期待しています！

神奈川県 美味しいハンバーグまってます！ 福岡県行ったことないので行きたいです。

群馬県 市の活性化に役立てて下さい。

岡山県 福岡勤務時には時々伺っていました。 地域振興にほんの僅かですが、お役に立てると嬉しいです。

沖縄県 頑張ってください。



神奈川県 子育て支援に活用ください。

東京都 頑張ってください

東京都 応援しています。返礼品も楽しみにしています。

愛媛県 頑張ってください。

東京都 がんばってください！応援しています。

東京都 災害に強り街づくりをお願いします。

北海道 頑張って下さい

愛知県
初めてふるさと納税をやってみます！ 返礼品のハンバーグに惹かれて飯塚市にしてみました。地域の皆さん

が住みやすい場所になるよう応援します。

長野県
いつか一度は訪れてみたいと思っています！

コロナに負けず頑張ってください！

奈良県
飯塚市は行ったことないですが、北九州の筑豊地方ですね、返礼品につられて寄付することにしました。ま

ちづくりに役立てて頂きたいです。

山口県 子供達のあらゆる教育や自由闊達な行動を支援してください。

愛知県 応援しています

兵庫県 頑張ってください

岐阜県 魅力あるまちづくり応援してます。

福岡県 頑張ってください

大阪府 まちづくりに活用ください

岡山県

炭鉱で栄えたのは遠い昔

過疎化の歯止めに微力ながらお手伝いしたいと

思います

東京都
福岡には少ししか訪れたことがないものの、とても美しい思い出があります。飯塚市の風土、歴史を大事に

する活動、産学の活動を応援しています。身体が回復したら必ず行きます。

東京都 いつか訪れたい場所になりました。

兵庫県 頑張れ飯塚市！

島根県 応援しています。頑張ってください。

沖縄県
大好きなもつ鍋、そして美味しそうなハンバーグを通じて、飯塚市を応援させていただきます。

ひよ子さん、チロルさんの工場がある飯塚市はとても魅力的です！

東京都 地域の活性化に役立ててください！

大阪府 自然環境を充実させてください

京都府 自閉症障害者の福祉のために寄付を使ってください

神奈川県 頑張ってください

三重県 少額ではありますが寄付します

大阪府 とてもおいしかったのでリピートです。

愛知県 応援しています。飯塚市の教育や文化に貢献できて嬉しいです。

群馬県 頑張ってください

宮城県 産業の発展にお役立てください。

鹿児島県 コロナ禍でまだまだ、大変な状況ですが、頑張っていきましょう!

新潟県 より良いまちづくりを

千葉県
コロナ前に旅行で訪問しました。 また落ち着いたら行きたいと思っています。皆さん大変だと思いますが頑

張ってください！

京都府 頑張ってください。応援しています。

石川県 子供は宝。

福岡県 飯塚がんばれ。

茨城県 友人から勧められました。 とても楽しみにしています。



京都府
初めまして。おせちをお願いするにあたって、もう一つ別の自治体と悩みに悩んだのですが、こちらが麻生

太郎さんの地元という事で、こちらにしました。(笑)すごく楽しみにしてます。

大阪府 働く女性には手軽で助かります。 ハンバーグ楽しみにしています?

北海道 更なる発展を期待しています

静岡県 応援しています！

神奈川県 また､来年もよろしくお願いします。

東京都 まちづくり頑張ってください

愛知県 子育て支援をお願いします

兵庫県 福岡県飯塚市さま 頑張ってくださいね。

鳥取県 福岡県内もコロナ禍が収まりつつあります。 生活の回復を祈念します。

和歌山県 リピーターです。 美味しいハンバーグ楽しみです。応援してます。

神奈川県 皆さんのコメントを見て頼んでみたいと思いました。届くのが楽しみです。

広島県 福岡好きです

東京都 小学校のIT推進にお役立てください。

岡山県 次世代を担う子ども達が安心して暮らせるまちづくりをしてください。

岐阜県 障害福祉にお役立てください。

群馬県
コロナの影響で人々の気持ちが寂しく、ストレスの多い時代です。少しでも楽しく頑張っていくため、企業

を応援する支援をしていただきたいと思います。

神奈川県 スケート場の維持向上をお願いします

東京都 初めてふるさと納税します！ ハンバーグ楽しみです！ 応援しています！！

京都府 福岡県飯塚市の発展を祈念しております。

兵庫県 応援しています。頑張って下さい！

静岡県 私の寄付金が飯塚市の福祉に少しでも貢献できたら幸いです。

京都府 去年に引き続きのふるさと納税です。おいしくコーヒーも頂けてうれしい限りです。

福岡県 コロナで大変ですが頑張って行きましょう ハンバーグ楽しみに待ってます。

東京都 九州男児、応援させて頂きます。

神奈川県 昨年も申し込みしました。 とても美味しかったです。

静岡県 飯塚市にいつか行きたいです！

東京都 飯塚市のさらなるご発展を応援いたします。

大阪府 頑張って下さい

千葉県
コロナも含め苦労の多い時代ですが、少しでも役立つ事が出来ればと思います。

よろしくお願いいたします。

東京都 頑張ってください。

埼玉県

ふるさと納税の返礼品を探していて気になるものは、何故か福岡県が多いです。

中でも飯塚市は何度も頼んでいます。

きっと美味しいものが沢山あるからなのでしょうね。

東京都 親族が住んでいますので、住みやすい街づくりをお願いします！

千葉県 元気な子供を育てて下さい。

福岡県 頑張ってください！応援しています

大阪府 隣町に住む兄がよく行く街。何かのお役に立てれば。

青森県 事業に役立ててください。

東京都 東京から応援しています。

東京都
昨年に続き寄付をさせていただきます。

微力ながら地域活性化に寄与できれば幸いです。

兵庫県 飯塚市さんの益々の発展をお祈りします。

鹿児島県 頑張って下さい^_^

福岡県 バスセンターあたりはきれいになっていますか

埼玉県 地域復興にお役立てください。



神奈川県 飯塚市の子供達が豊かに育ちますように。

東京都 魅力ある街づくりを応援しています。

埼玉県 冬に負けずに頑張りましょう

兵庫県 良い町作りと特産品作り応援します。

神奈川県
昨年からのリピートで珈琲を選択しました。

定期便なので非常にありがたいです。

福岡県
福岡に住んでいながら飯塚に行く機会がありません。観光や美味しい料理店などのアピールをもっと頑張っ

てください！

神奈川県 若い子供のいる街になって欲しい

群馬県 頑張ってください。

兵庫県 一度行きたいです。

神奈川県 リピーターです

沖縄県
災害やコロナ等の流行にも負けない、対応策のしっかりした自治体として発展して行けるように、応援しま

す。

千葉県 貴市の益々のご発展を祈念しております。

徳島県 魅力的な町です。

北海道 お互い頑張りましょう

福岡県
ハンバーグが美味しくて、

飯塚のファンになりました。

大阪府 子どもの医療福祉を広げてあげてください。

福島県 微々たる寄付ですが、未来の子供たちのためにお使いください。

広島県 がんばれ。

大阪府 子供への寄付にお願いします。

愛知県
野犬も含め、犬猫殺処分ゼロになるようにボランティア、団体とも連携してこれからもあすなろ猫活動と共

に頑張って頂きたいです。そして、トレーニングを経て譲渡という形で繋げていって下さい。

兵庫県 いつも応援しています！頑張ってください！

富山県
妻の親戚が飯塚市に住んでいたそうで、子供の頃によく遊びに行ったそうです。

数年前に別の用事で福岡に伺った際に飯塚市に立ち寄り、妻が懐かしがっていました。

広島県 自然を守って、未来につなげてください！！

茨城県 飯塚市の未来を担う子供たちの教育や人材育成のお役に立てれば幸いです。

北海道 初めての応援です。これからも頑張って下さいね。

広島県 明るい街作り頑張ってください。

北海道 コロナに負けず子育て頑張っていきましょう

宮城県 毎年寄付してます

東京都 子供達の為に頑張って下さい。

大阪府
今回初めて寄附させていただきます。返礼品がほしくて寄附させていただきます。寄附金は何かのお役に立

てれば幸いです。宜しくお願いします。

東京都 飯塚ファイト！

千葉県 美味しいもので日本を元気にしてください。

兵庫県 住みやすい街になりますように

静岡県 応援してます

三重県 初めてのふるさと納税です!!

宮城県 食材の魅力的なまちが、経済的にもますます発展されるよう、祈っております。

京都府 昨年、美味しく頂きました。 今年もよろしくお願いします。

東京都 若い世代への投資を期待します。

長野県
一蘭が大好きです。

若手がんばれ！



埼玉県

福岡といえば筑豊炭田の飯塚市というイメージです。比較的地味な感じですが、私は有名すぎる観光地や名

所よりも日常の生活が生み出してきた歴史とか街並みとかおいしいものが好きです。いつか訪れてみたい場

所です。

愛知県 町の活性化になれば嬉しいです。 沢山注文があります様に。

東京都 初めて寄付させていて抱きます。こどもたちがハンバーグが好きなので届くのを楽しみにしております。

愛知県 一人でも多くの子供が、よりよい教育が受けれるように。

愛知県 福岡頑張れ

東京都 応援してます。

静岡県 頑張ってください

東京都 頑張ってください!

北海道 コロナ禍ですが頑張ってください!!

茨城県 頑張って下さい

愛知県 少額ですが、町の活性化の為にお使いください。

北海道 少額ですがお役に立てますよう

東京都 いつも素敵な返礼品ありがとうございます(^^)今後ともよろしくです。

長崎県 頑張ってください。

茨城県 今年も昨年に続きリピート寄付します。

山口県
博多市街地へのアクセスがしやすく大自然も広がる、とても住みやすいエリアと聞いています。一度、訪れ

てみたいしふるさと納税サイトなどでもＰＲされたらよろしいと思います。

静岡県 ハンバーグ楽しみです。

茨城県 美味しくいただきます。

京都府 コロナ禍で大変だと思いますが、楽しい町作りをして下さい！

神奈川県 街の為に役立てて下さい

愛知県 初めて納税させて頂きます。

愛知県 返礼品楽しみにしております。

福島県 頑張って行きましょう!!

滋賀県 コロナ禍ですが、頑張ってください

北海道 子どもたちが安心して過ごせる街にしてください。

神奈川県 頑張ってください！

埼玉県
今年はたくさん福岡県に行きました。飯塚市を訪れる機会はありませんでしたが、ふるさと納税を通して関

わることができて嬉しいです。応援しています。

兵庫県 いただきます！いつか行きます！

東京都 コロナ渦が収まりつつありますがまだ油断できない状況かと思います。頑張ってください。

北海道 コロナに負けず、頑張りましょう！

大阪府 応援しています。

福岡県 応援してます。

沖縄県 市民福祉の向上、より住みよい飯塚市となりますように！

大阪府 いつも、おいしい食材を届けていただき、ありがとうございます。

埼玉県 子育て支援に役立てて下さい

東京都 応援してます。よろしくお願いします。

静岡県 応援します。

群馬県 初めての寄付ですが有意義にお使いください。

神奈川県 頑張ってください

愛知県 コロナで大変ですが頑張ってください！

東京都 先日梨を頂きました。非常に良くして頂いたのでまた寄付させてもらいました。

大阪府 頑張ってください

静岡県 未来がある子どものために使用してほしいです。



青森県
去年も寄付（チーズ無し）させていただきました。

ハンバーグが非常に美味しく、リピートさせていただきます。今年はチーズありを楽しみにしています。

長崎県 頑張りましょう！

山梨県
ハンバーグおいしくいただいております！

いつか飯塚市に遊びに行ってみたいと思ってます(*^^*)

愛知県 素敵な返礼品ありがとうございます！今度は旅行で足を運んでみようと思います。

静岡県 いじめの無い、安心して教育が受けられる環境づくりに役立ちますように。

東京都 細やかですが応援します。

鹿児島県 頑張ってください コロナが終息したら 旅に出ます

神奈川県 子供のための、豊かなまちづくりお願いします

神奈川県 子供のための優しいまちづくりお願いします

山口県 飯塚市が元気になられますように。

埼玉県 頑張ってください！

東京都 コロナに負けず頑張ってください。

石川県 コロナにも収入減にも負けないで！みんなで頑張ろう！

東京都 主人の実家が福岡県なのでお役に立てればと思い参加しました。

徳島県 コロナに負けるな。

熊本県 益々のご発展をお祈りしています！

山形県

以前、福岡に行ったときにとても美味しかった思い出があります。

また、ゆっくりと旅行に行きたいです。

その時を楽しみにしています。

愛知県 頑張ってください！！！

千葉県 昨年も寄付をさせて頂きました。飯塚市の益々のご発展をお祈りいたします。

埼玉県 この度初めてふるさと納税制度を利用させていただきます。少しでもお役に立てたら嬉しいです。

東京都 子供達の健全な育成に役立てて下さい

神奈川県 一緒にがんばりましょう！

神奈川県

昔、飯塚市の炭鉱町の六軒長屋で育ち、高校を卒業したのち横浜に就職しました。 1年に一回、3年に一回と

田舎に帰る機会が段々と遠くになり、今では実家がなくなりました。 ふるさと納税は初めて行います、返礼

品のページを見るといきなり飯塚市の返礼が目につき、なつかしくなった次第です。

東京都 応援しています！！

千葉県 地域の発展のため頑張ってください！

北海道 おいしいハンバーグ楽しみにしています。

福岡県
筑豊の中心である飯塚がもっと盛り上がればいいと思ってます。

頑張ってください。

佐賀県 以前旅行で行きました。発展を祈ります。

東京都 頑張れ福岡県飯塚市の皆さん！

千葉県 がんばってね

千葉県 福岡県には行ったことが無いのですが、機会がありましたら飯塚市にも行ってみたいです。

愛知県 飯塚市がいい街になりますように！

埼玉県 ２０個は魅力的

千葉県 頑張って下さい！

東京都 コロナに負けず、頑張って下さいね！

東京都

福岡県には数年間居住しておりました。

とても好きなところでした。

心ばかりですが、応援しております！

福岡県 いつも遊びに行かせてもらっています



愛知県 ふるさと納税の仕事頑張ってください

神奈川県 子供の時に住んでいたので応援してます！

神奈川県
知り合いからハンバーグが美味しいと聞き注文しました。

どんな市町村かいつか行ってみたいです。

兵庫県
福岡県に長期出向時、1997年の飯塚マラソンに参加しそれ以降市民ランナーとして現在も各地の大会に参加

しています。地域活性化にお役立てください。

愛知県 教育の充実へぜひお使いください。

東京都 福岡市には３年間、転勤で住んでいました。とても暮らしやすかったです。

神奈川県 頑張って下さい。

千葉県 今回2回目の寄付です。お互いに頑張りましょう!

奈良県
噂のハンバーグ楽しみです

これを機に飯塚市に関心が出たらと思います

兵庫県 医療資源の整備にお役立て下さい

奈良県 今後とも頑張って下さい。

神奈川県
頑張って下さい!!

美味しくて大好きです。

大阪府
いつもハンバーグ美味しくいただいております。

ありがとうございます。

新潟県 頑張ってください

愛知県 コロナに負けず、街の発展に期待してます！

三重県 いつも利用させてもらっています。頑張ってください。

鹿児島県 市の発展を、願っています。

宮崎県 がんばれー

埼玉県 応援します!

埼玉県
初めてのふるさと納税参加させて頂きます。

コロナに負けず、頑張って下さい。

大阪府 三度目のリピートです。 いつも家族が喜んでいます。 ありがとうございます。

東京都
美味しそうなハンバーグ20個に惹かれました。 子育て支援に少しですが協力させていただきたく思います。

届くのを楽しみにしております。

広島県 頑張ってください。

東京都 機会を見て遊びに行かせていただきたいと思います。

愛知県 繋がり支えあい、温かな飯塚市が長くつづきますように。

静岡県 頑張ってください

愛知県 町の活性に役立ててください。応援しています。

神奈川県 貴市益々のご発展を祈っております。

滋賀県 応援しています。

長野県
親戚が住んでおり身近に感じています。1度だけ遊びに行きました。ハンバーグ手ごろでおいしいです。今年

もよろしくお願いします。

東京都 地方創生に少しでも貢献しようと思って寄付しました。

愛知県 頑張ってくださいね！！

埼玉県 まち作りにご活用頂ければ幸いです。

埼玉県 これからも町の発展のため、毎年ふるさと納税します！

兵庫県 がんばれ！ ありがとう！

愛知県 コロナに負けず頑張りましょう

岐阜県 頑張って下さい

東京都 応援してます。

鹿児島県 寒くなってきました。コロナ終息もまだまだはっきりしません。 大変な状況ですが、ご自愛ください。



埼玉県 頑張って下さい

東京都 ありがとうございます！返礼品も魅力的でいつか遊びに行きたいです！頑張ってください！

東京都
福岡市、北九州市、久留米市と比べると全国的なネームバリューは少し劣りますが、 市の魅力はＴＯＰだと

思っています。 今後の飯塚市のＰＲ力に期待しています。

東京都 コロナ禍、益々の活性化をご祈念申し上げます。

東京都 お互い頑張りましょう

大阪府
コーヒー楽しみにしています。 飯塚にこんな会社があるのは知りませんでした。 コロナで大変ですが頑張っ

てください。

愛知県 九州の方々  コロナに負けず頑張りましょう??

宮崎県
福岡県出身です。コロナ渦でなかなか里帰りができず、すこしでも町の発展の手助けができたらと思ってい

ます。応援しています！

神奈川県 コロナに負けず頑張ってください

長野県 コロナを克服したら旅行に行ってみたいです!

大阪府 コロナに負けず頑張りましょう!

北海道
九州の美味しいお肉を周りの人にも伝えたいと思います。届いたら友人たちにもご馳走したいです。これか

らも頑張ってください！

神奈川県 がんばれ！

大阪府 ふるさと納税は初めてですが、本当にわずかでも貢献できるのであれば、今後も参加したいと思います。

東京都 頑張りましょう！

北海道 がんばれー

群馬県 コロナ禍でも頑張れ

石川県 遠賀川をとりまく環境整備に活かしてください。

東京都
昨年はおいしい返礼品ありがとうございました。

パンデミックで大変な世の中ですが頑張ってください。

東京都 大変な時ですががんばってください。

神奈川県 がんばって街を盛り上げてください。

東京都 頑張ってください

福岡県 コロナ渦ですが頑張って経済まわしてください。

大阪府 頑張ってください

東京都 とても美味しそうで、皆さんからのコメントも読ませていただき、楽しみにしております。

東京都 東京からです 口コミもよく美味しそうなので、初めて申し込みさせて頂きました よろしくお願い致します

大阪府 良い街創りを。

東京都 応援しています

愛知県 これからもおいしいハンバーグを作り続けてほしい。

千葉県 大変な時期ですが、皆様健康に留意され、頑張ってください。

静岡県 明るい未来があるような活気のある街にしてください

石川県 ハンバーグ、楽しみにしています。 貴市が発展することをお祈り申し上げます。

愛知県 応援しています。

茨城県 コロナに負けない医療の充実に使ってください

東京都 頑張って!!

兵庫県 頑張ってください。

埼玉県 頑張って下さい

兵庫県 コロナに負けず頑張ってください。

埼玉県 飯塚オートのファンですコロナが収まったら行きたいと思います

神奈川県 頑張ってください!!

千葉県 応援しています



大阪府 コロナが落ち着いたら福岡県に旅行に行かせていただきますね。それまで頑張ります！！

群馬県 いつも応援してますし、今後に期待します。頑張ってください。

埼玉県 ハンバーグの写真に釣られました。　楽しそうな街を感じます。

愛知県 ハンバーグ楽しみです

佐賀県 コロナに負けず地域活性化推進お願い致します

新潟県 子供の未来を守るまちづくりを願います。

神奈川県 毎年購入しています。美味しくて、手軽、大好きです。応援しています。

群馬県 少額ですが、福祉に役立ててください

愛知県 応援しています。

宮城県
飯塚市の益々の発展を期待します。

少額ですが子どもたちのために使ってください。

東京都 自然豊かな街作り応援しています

千葉県 頑張ってください

千葉県 頑張ってください

福島県 みんなで頑張っていきましょう。応援しています。

新潟県 美味しい食材をありがとうございます。

神奈川県 1961年から高校卒業の1979年まで飯塚に住んでいました。 飯塚商店街は復活してほしいものです。

熊本県 益々のご発展をお祈りしています！

大阪府 応援しています

福岡県 頑張って下さい

三重県 応援してます！

青森県 更なる発展をお祈りします

東京都 地域活性化、頑張ってください。陰ながら応援させて頂きます。

東京都 コロナ禍大変ですが、頑張ってください。

東京都 福岡、大好きです！コロナが落ち着いたのでまた、遊びに行きます。

東京都

はじめて寄付させていただきます。

いつか遊びにもお邪魔させていただけたら、と。

更なる振興をお祈り申し上げます。

神奈川県 まだコロナも安心できませんが微力ながら応援させていただきます。

神奈川県
いつも魅力的な返礼品をありがとうございます。

貴市の発展を祈念しています。

愛知県 転勤で横浜にいますが飯塚は懐かしのふるさと。応募してます。

広島県 コロナや医療対策に使ってください

埼玉県 昨年も申し込みました。とても良い品でした。

神奈川県
九州はゆかりがあり、とても大好きな場所です。コロナが終息したらぜひ福岡にも観光に行き地域活性化に

貢献したいと思います。

大阪府 まちづくりの推進に役立てれば嬉しく思います。

京都府
自分は昔、子どものとき、外国人として海外に長い間住んでいました。スクールカウンセリング事業や、外

国からの子供たちへの支援を充実させようとされているのを拝見して、とても嬉しく感じました。

神奈川県 応援しています。頑張ってください。

神奈川県 地域活性化に活用ください。

福岡県

電動車いすの息子が飯塚市の大学に通っています。現在は私たち夫婦が自家用車で送迎をしていますが、で

きれば公共機関を使って、安全に一人で通学できればいいなと思っています。寄付を有意義に使ってくださ

い。宜しくお願いします。

奈良県 より良い街づくりの基盤整備に役立ててください

福岡県 子育ての環境整備にぜひ活用してください。



東京都 頑張って下さい！

神奈川県 町発展のためにお使い下さい。

千葉県 応援しております！

東京都 福岡県飯塚市の地域活性化にお役に立てれば幸いです。

千葉県 応援してます。

東京都 住民の方々が充実した余暇を過ごせる様な施策にご利用ください。

岡山県 がんばれー　飯塚！

千葉県 頑張ってください

山形県 コロナ前、旅行で大変お世話になりました。コロナにめげす頑張ってください。

東京都 頑張ってください！

東京都 わずかですが、お役立ていただければ幸いです。

熊本県 町の活性化・頑張ってください

東京都 ハンバーグ大好きです。

東京都 コロナに負けずに元気なまちづくりを期待しています。

神奈川県 昨年も美味しくいただきました。 今年もよろしくお願いします。

岐阜県 相席食堂のロケで見ました。 コロナ禍終わったら、是非行ってみたいです。

茨城県 やっと新型コロナが落ち着いてきました。 これからきっと良い事があると思いますので頑張りましょう！

群馬県 群馬県在住です。オートレース是非盛り上げてくださいませ。

長崎県 九州、頑張りましょう。

東京都 コロナに負けず頑張って下さい

静岡県 はじめまして 返礼品楽しみにしています

滋賀県 頑張って下さい！

神奈川県 がんばれ！

静岡県 これからも応援しています!!

埼玉県 コロナに負けるな！ ハンバーグ食べて元気だしますよ。

東京都 応援させて下さい。

神奈川県 飯塚市のさらなる発展を祈念いたします。

埼玉県 応援しています。

埼玉県 産業を発展させ持続的な税収を

神奈川県 ご活動を応援します。

東京都 2回目の寄付となります。美味しい明太子が楽しみです。

岐阜県 まだまだ大変な世の中ですが、笑顔で頑張っていきましょう。

北海道 みんなで日本を盛り上げていきましょう?

神奈川県 愚生は隣町、田川市の出身です。 街づくり、頑張ってください！

和歌山県 コロナに負けず頑張ろう！

香川県 貴市の繁栄を応援いたします。

栃木県 九州地区にはすっかり行けていませんが、状況が落ち着いたらぜひ伺いたいです。

東京都 頑張ろう?

千葉県
初めてふるさと納税しました。美味しそうなハンバーグでしたので申し込みしました。早く食べたい気持ち

です。これからも頑張ってください。

大阪府 頑張ってください!!

東京都 ふるさと納税をきっかけに町のこと知ることができました。 応援しております。

茨城県 コロナ禍で皆さん生活が大変でしょうが頑張って下さい。

神奈川県 未来を担う子供たちにより良い環境を残したいと思います。

茨城県 福岡県出身です。 頑張ってください！

茨城県 これからも継続して応援します。

北海道 昨年も美味しくいただきました。 今年も楽しみにしております。



兵庫県 学校教育や児童への教育等のお力になれたらと思います。

神奈川県 がんばれー

東京都 毎年ハンバーグを楽しみにふるさと納税しています。

東京都 おいしかったので、リピートです。

埼玉県 リピーターです！美味しいです！

熊本県 よろしくお願いいたします。

東京都
新型コロナで大変だと思いますが、

どうぞ頑張ってください。

滋賀県 コロナに負けず頑張って下さい。

大阪府 頑張ってください！

大阪府 未来ある子供たちのためにお使いください。

福岡県 若い世代が楽しくなるイベント、企画まってます

香川県

私にも子供が３人います。色々と制限があり、今の子供たちはかわいそうだなと思うことが多々あります。

そんな中でも夢に向かって頑張っている高校生を応援したく、飯塚高校 プチフル焼き菓子セットを選びまし

た。今できることを頑張れば明るい未来が待っています！頑張って！！

広島県 頑張れ!

島根県 更なるご活躍を応援しております。

東京都 頑張ってください。

大阪府 頑張ってください

神奈川県 コロナが終息したら、旅行に行くのを楽しみにしています。

栃木県 これからも頑張ってください

宮城県 有効にお使い下さい。

岩手県 コロナに負けず頑張ってください?

神奈川県 コロナ明け地域活性化、経済再建に頑張って下さい。

愛知県 コロナに負けないで頑張ってください。応援しています

長崎県 沢山の自然を活かした住み良い街づくりに期待しています。

石川県 お体にお気をつけてがんばって下さい。

神奈川県 環境保全を希望します。

京都府 地元産業の発展を期待しています

京都府

初めてのふるさと納税です。

少しでもお役に立てると嬉しいです。

宜しくお願い致します。

大阪府 コロナに負けず頑張ってください。

埼玉県 いつも応援してます。

東京都 子育て支援に充ててください

福岡県 来春、娘家族が、飯塚に引っ越しします。宜しくお願いします。

京都府 応援しています。

東京都 応援しています！！

大阪府
ちょっとしたこと、いつもと違うものが食べられるっていう楽しみ? また明日がんばろうと思えるものを楽

しみにしております。

東京都
これからの日本は、今まで以上に教育部門に予算を投入すべきです。基礎研究を地道に積み重ねていって欲

しいです。少額ではありますが、利用して下さい。

大阪府 去年も寄付をさせて頂き、美味しいハンバーグを頂きました。ありがとうございます。

大阪府 初めての参加です。 返礼品を楽しみに待ちつつ飯塚市の活性化に貢献させて頂けることにWの喜びです。

大阪府 頑張ってください。

熊本県 初めてのふるさと納税をしました。今後も利用し応援していきたいと思っております。



宮崎県 飯塚市を訪れた事がありませんのでこちらで応援させていただきました。

鹿児島県
以前、飯塚市で働いていました。 優しい人が多く楽しく働くことができました。 教育関係に使ってもらえた

ら嬉しいです。

岩手県 環境整備大切だと思います！頑張ってください！

鹿児島県 コロナに負けない！

東京都 旅行に行きたいので楽しい町づくりをお願いします。

神奈川県 自然を保全して下さい。

愛知県 コロナ禍に負けず頑張ってください

北海道 ハンバーグ楽しみにしています。

長崎県 昔住んでました。いい町です。

千葉県 福岡県は出身地であり応援しております。

愛知県 がんばれ！がんばろう！！

長野県 初めて使用します！　到着が楽しみです！！　

兵庫県 がんばってください

兵庫県 昨年のリピーターです。おいしいかったです！

東京都

みなさんおおすすめの書き込みを見て応募しました。人気が集中していることと思いますが嬉しい悲鳴です

ね。頑張ってください！　九州は地震や大雨に見舞われているようですから、安心安全なまちづくりに期待

したいと思います。

鹿児島県
昨年も返礼品を頂きました。 とても美味しく今回は息子へ送ることにしました。 コロナ禍ですが、頑張って

ください

岡山県 ハンバーグ、いつもおいしくいただいております。

岩手県 応援しています

広島県 ますますのご発展をお祈り申し上げます。

東京都 頑張れ！

神奈川県 日本文化の継承というのは地方だからできることの一つですね。応援しています！

兵庫県 飯塚市さんの益々のご発展をお祈りします。

福井県 家内も九州出身です。頑張ってください

岐阜県 少しの寄付ですが、役立てて下さい。

福井県
コロナが落ち着いたら、ぜひ遊びに行かせていきたいです。大変な時期ですが、頑張りましょう！応援して

ます。

東京都 頑張って下さい！応援しています！

愛知県 頑張って下さい

三重県 子供が元気に育つ町づくりに役立ててください。

神奈川県 有効に御活用ください。

埼玉県 飯塚市の発展を心よりお祈り致します。

神奈川県 福岡の明太子、大好きです!!

東京都 楽しみにしています。

神奈川県 去年も応援しました。今年もささやか申し訳ないのですが。がんばってください！！

静岡県 元気なまちづくりに　期待しています

大阪府 応援しています。

埼玉県 寄付金の有効利用をお願いします。

愛媛県 頑張って下さい

大阪府 美味しいハンバーグいただきます！

大分県 少しですが、寄付させていただきます。

埼玉県 九州筑豊飯塚に郷愁を感じます。 寄付させていただきます。

福岡県 経済活性化お祈りします

埼玉県 些細な協力しかできませんが、みんなが幸せを感じられる世の中になりますように！！



鹿児島県 昔隣町に住んでました。応援してます。

長野県 台風にまけないで、頑張ってください。

大阪府 いつもおいしいハンバーグありがちとうございます。

東京都 皆様が笑顔で過ごせる街づくりよろしくお願いします

愛知県 良い街作りに少しでも役に立ちますように、、、

京都府 もう牡蛎がなくなって寂しいです。

千葉県 こんにちは！応援しています！

岐阜県 3年連続です。有り難う。

神奈川県 応援しています。

奈良県 どこの市町村にも、思うことですが、コロナに負けず、頑張ってほしい。

神奈川県 少しですが役立ててください。

京都府
亡き祖父が飯塚駅まで迎えに来てくれたことを思い出しました。あれから４０年も経ちました。

これからも母の故郷を応援したいです。

神奈川県 過疎に負けるな!

兵庫県 頑張ってください！

埼玉県 素敵な街です。頑張ってください！

広島県 日本の未来のため、子供たちが健やかに成長できるような環境整備をお願いします。

愛知県 コロナ禍で何かと大変な状況下ですが、子どもたちが笑顔で生活できる街になりますように

愛知県 子供が安心して育てられる街づくりを応援しています

大阪府 昨年もおいしくいただきました。 応援しています。

東京都 出身が福岡市です。応援しています。

静岡県 応援しています。

福岡県
近年、水害が多く発生しています。 飯塚市も遠賀川が流れているのでできれば災害対策などに役立てていけ

たら嬉しいです。

兵庫県 母のふるさとです。 応援しています。

長野県 行ったことがないので一度行ってみたいです。 楽しみにしています。

愛知県 良い街づくりに使ってください。

奈良県 元福岡県民です。 応援しています！

東京都

ふるさと納税初めて利用する者です。初めての寄付を貴自治体に選ばせていただきました！ 返礼品の到着を

楽しみにしております。コロナウイルスによってたくさんの方が希望をなくし、 厳しい状況に置かれている

かと思いますが、日本全体の復興に向けてみんなで体に気をつけて頑張っていきましょう！

愛知県 妻が以前に在住していた地域で勧められました。魅力的な地域を維持して頂けたらと思います

宮崎県 福岡出身です！ 福岡県はやっぱり日本一です！

富山県 市民のみなさまが暮らしやすい町づくりになるといいですね。

富山県 地方の若者がんばれ

愛知県 飯塚市は私の知り合いがいます。頑張れ飯塚市！

埼玉県 子供たちのために役立ててください

埼玉県 応援してます。

神奈川県 頑張れ飯塚市！！

東京都 コーヒーが美味しかったので再度注文しました。応援しています！

兵庫県
故郷を思わない日はありません。 いつも　飯塚に居る弟　その地に眠る母・・・ 幸せで居てほしいです。

その助けになればと応援させていただきます。

新潟県 がんばってください。

大阪府 コロナに負けず頑張りましょう。

新潟県 応援しています。

大阪府 子供に投資する街作りをして下さい。

岐阜県 子供たちのために役立ててください。



滋賀県 住み良い街の為ご利用下さい

奈良県 頑張って

埼玉県 医療機関などが充実した町作りして下さい。

東京都

初めてふるさと納税を利用します。

飯塚市さんの更なる発展を期待して今回申し込みいたしました！

コロナが落ち着いたら観光にでも行きたいなと思っています^_^

東京都 頑張ってください！

大阪府 コロナ禍のため中々旅行が出来ないご時世ですが、素敵な所だと思われますので一度行ってみたいです。

静岡県

福岡県は私の中では行きたいところの一つに必ずあがりますが いまだ、実現しておらず、常日頃より行きた

いと思っている場所であります。 コロナで益々、機会が失われておりますが、必ず伺いたいと思っていま

す。 来年早々からは飯塚市さんのおせち料理を食べながら、福岡県、そして飯塚市にも足を延ばせますよう

お祈りしながらいただきます。 少しずつ、今までの生活が取り戻せますようお祈り申し上げます。

大阪府
昨年、こちらのハンバーグをいただき美味しさに感激でした。寄付金は未来を担う子供たちへと教育に関し

て使用いただけたらと思います。来年も必ずまた、応援します。

沖縄県 毎年お世話になります。街おこし応援しています。

大阪府 頑張って下さい

北海道 北海道から応援します！

大阪府 まちづくりの推進に少しでも役に立てば嬉しいです！

三重県 コロナが収束に向かいますように。 心よりお祈り申し上げます。

神奈川県 応援してます！

大阪府 頑張って下さい

神奈川県 みんなで日本を地方都市を盛り上げましょう！

兵庫県 応援しています！頑張ってください！

愛知県 コロナに負けないで頑張ってください

愛知県 頑張ってください

山口県 応援してます。このハンバーグはとてもおいしいです。

東京都 飯塚市のおせち、家族5人で楽しみにしております。これからも飯塚市のご発展を祈念しております。

福島県 町の為に使ってください!

大阪府 市民の皆さんが住みよいまちになるようお使いください。

静岡県
大好きな親戚が在住しています。毎年会いに行っていましたが、コロナでしばらく会えていません。

お礼と応援の意味を込めてふるさと納税します。落ち着いたらまた訪問したいです。

福岡県 ファイト～!

東京都 少しでもお役に立てれば嬉しいです。

神奈川県 みんなで力を合わせ日本を盛り上げましょう。

神奈川県 市発展のためにお使い下さい。

千葉県 こども達の未来のために使ってください

東京都 地域の教育発展を願う

埼玉県 まだ福岡県に行ったことがないので、美味しい食べ物がたくさんあると聞いており気になってます！

東京都 前回寄付でいただいたコーヒーはありがたく賞味しました。

大阪府 子供の教育環境整えてください。

静岡県 応援させていただきます。がんばってください！

東京都 頑張ってください

神奈川県 僅かですが寄付いたします。 よろしくお願いいたします。

神奈川県 季節の変わり目ですので、体調を崩さないようご自愛下さい。

兵庫県
娘が貴市にお世話のはもう１０年近く前になりました。筑豊の文化、人となり初めて九州のすばらしい文化

にであった気がしました。今後も文化を大切にしてください。



千葉県 コロナが収束したらホークスの試合を本拠地で観戦したい！

群馬県 頑張ってください

埼玉県 高齢者の福祉事業に活用してもらいたい。

東京都 コロナに負けず頑張りましょう

東京都 コロナが収束して、観光客が増えることを願っています。

東京都
福岡県飯塚市は、ふるさと納税ではじめてしりましたが、とても素敵なところだな、という印象を受けま

す。 いつかいってみたいです。

岡山県
子どもがお世話になった自治体です。お世話になりました。応援したいと思い、寄付させていただきまし

た。

栃木県
朝晩が大分寒くなってきました。風邪など引かれぬよう頑張られてください。

それと、コロナに負けるな！

宮城県
コスパと評判をみて初寄付します！

楽しみにしています

神奈川県 市民みんな健康であります様に

愛知県

子供たちが、学びたいことを学べる環境・得意不得意がある中で子供自身が自信をもって生きていける・学

びたいことを選択できる環境づくりを。

大人たち一人一人が精一杯できる限りのことをやれると未来は明るいと思います。

誰もが自分を輝かせられる環境でのびのび成長していけると嬉しいです。応援しています。

北海道 良い街づくり頑張って下さい！

千葉県 お役に立てていただけると嬉しいです。

山梨県 コロナが落ち着いたらぜひ一度行きたいです！ 楽しみにしております！

東京都 未来のある魅力ある自治体にして下さい。

東京都 少しばかりですが お役立てください。

神奈川県 飯塚市の益々のご発展をお祈りしています。

埼玉県
手軽に食べられる美味しい調理品はありがたいです。 初めてふるさと納税チャレンジしました。 ハンバーグ

に釘付けになりました。 食べて応援できるなら嬉しいです。

埼玉県
初めてふるさと納税にチャレンジしました。 コーヒーが大好きで毎日飲んでいるので助かります 飲んで応援

できるなら嬉しいです。

鹿児島県 子供たちの教育を、特に頑張ってください

東京都 娘が通信教育のスクーリングで、お世話になりました。友人の出身地でもあります。応援しています。

埼玉県 頑張って下さい。

徳島県 まだ訪れた事はございませんが、コロナが落ち着いた後　是非訪れたいと思います

東京都 楽しみにしてます

山口県 がんばれ！飯塚！

福岡県 力を合わせて困難な時を乗り越えましょう

兵庫県 頑張って下さい。

大阪府 コロナに負けずお互いに頑張りましょう！

北海道 頑張ろう飯塚市！応援しています！

兵庫県 子どもの受験応援に適した返礼品で興味を持ちました。寄附金もお役に立てると幸いです。

大阪府 地域の環境維持に協力できたら嬉しいです

群馬県 バリアフリーのまちづくり、期待してます。

兵庫県 健康に気をつけて頑張りましょう

神奈川県 頑張ってください。

福島県 コロナに負けないで゛頑張りましょう

埼玉県 是非街の活性化のために有効活用してください。

埼玉県 市民のために役立てて下さい。

富山県 コロナで大変ですが頑張って下さい



兵庫県 応援しています！

兵庫県 がんばってください！

茨城県 将来を担う子供たちに．．．

千葉県 ハンバーグ　本当に美味しかったです。商品への愛情を感じました。

東京都 ともに頑張りましょう!

大阪府 初めて納税をさせていただきました。飯塚市のまちづくりの推進に役立ててもらえればと思います。

岩手県 子供の成長のために使って欲しいです

東京都 飯塚市がんばれー！

山形県 わずかな金額ですが役立てていただければ幸いです。

東京都 少しでもお役に立てれば幸いです。

北海道

飯塚市にははじめてのふるさと納税です。

おせちを実家の親に届けたく、返礼品にひかれ申込みました。いつか訪れたいと思います。良いまちづくり

に頑張って下さい。

東京都 いつか家族で観光に行ってみたいと思います。

山梨県 宜しくお願い致しますm(__)m

埼玉県 昨年もおいしいハンバーグをいただきました。楽しみにしています。

大阪府 一度頼み、子ども達もとても喜びました！ すごく美味しいので応援もしつつリピートさせてください！

群馬県
昨年はサバ缶セットを申し込み、期待以上の内容で感謝しています。ハンバーグも楽しみです。これからも

頑張ってください。

島根県 コロナで大変だとは思いますが、飯塚市の景気が回復することを祈っております。

愛媛県
昨年も注文して、美味しかったのでまた注文しました。家族皆で楽しみに待ってます！ よろしくお願いしま

す。

神奈川県 応援しています。

香川県
いつも訪れると帰りたくなくなる街です。ですがコロナ禍でなかなか伺えなくて悲しいです。収まったら必

ず飯塚行きます。少しでも助けになればと思い応援させてください。

千葉県 新型コロナに負けずに頑張ってください。

岐阜県 応援します

大阪府 コロナ禍で大変ですが、頑張ってください。

福岡県 福祉の充実に使ってください

大阪府 応援しています！！コロナに負けないで！！

埼玉県 コロナ禍で大変だとは思いますが、少しですが、お役立てください。

静岡県 コロナに負けないで頑張りましょう??

熊本県 初めてのふるさと納税で 選ばさせて頂きました！

山梨県 貴市の益々のご発展をご祈念申し上げます。

埼玉県 子供が伸び伸び暮らせる環境作りを！

群馬県 コロナに負けず頑張って下さい。

大分県 コロナ禍で大変な時、飯塚市の発展を祈ります

愛知県 頑張ってください！

大阪府 頑張ってください

茨城県
美味しいハンバーグをいつもありがとうございます。沢山寄付を集めて、行きたくなるような魅力ある街づ

くりをして下さい。、

千葉県
関東から福岡県に10月から移住します。

応援しています。

神奈川県 頑張ってください！

宮城県 応援しております。

神奈川県 ステキな街づくりを頑張ってくださいね。

神奈川県 福岡県出身です。明るい住みやすい街へ応援します。



千葉県 応援してます。

北海道 コロナに負けないで頑張って下さい

東京都 飯塚市は会社の営業所がありお世話になっています。 今後もよろしくお願いいたします。

東京都 初めての寄付です。楽しみにしています。

福島県 コロナに負けず頑張りましょう

愛知県 娘が福岡県に転勤でお世話になることになりました。よろしくお願いします。

長野県

この時期毎年「ふるさと納税」を活用させていただき、年末の食品を用意させていただいています。 本来な

らば返礼品など返上してただただ応援すべきなのでしょうが、申し訳ありません。返礼商品の素晴らしさに

思わず「ポチッ」としてしまいました。 僅かでも応援になれば幸いです。

神奈川県 二度目のふるさと納税です。 飯塚市の発展を願っています。

東京都 コロナ禍大変だと思いますが頑張ってください

大阪府 これからも地域貢献頑張って下さい。

東京都 頑張ってください。

東京都 美味しいハンバーグありがとうございます！

神奈川県 コロナや災害に負けずに頑張ろう！

埼玉県
口コミが良く、こちらのハンバーグを選んでみました。美味しいそうなので楽しみです。 飯塚市の皆さん頑

張ってください。

長野県 若者が活躍出来る飯塚市になるよう応援します。

千葉県 インフラの保守等にご活用いただければ幸いです。

岐阜県 頑張ってください

埼玉県 無駄遣いしないでね

広島県 役に立てれば幸いです

東京都 良い街づくりに活かしていただければ何よりです

神奈川県 福祉事業に注力して下さい。

岐阜県
コロナ渦で大変な時代ですが、日本の宝である子供達の教育、若い夫婦が安心して 子育てが出来る町作りの

為に使って頂けたら嬉しいです。

大阪府 コロナに負けず頑張ってください！

埼玉県 コロナ禍ですが、頑張ってください。

千葉県 頑張ってください

埼玉県 今年も美味しくいただきます。

神奈川県 街づくり推進として活用ください。

埼玉県
二回目の寄附になります。 家族大満足だったので、再度寄附させて頂きました。  コロナ禍で色々と大変か

と思いますが、盛り上げていって下さい！

神奈川県 毎年頼んでいます♪子供が大好き。

千葉県 今年もふるさと納税で寄付させていただきます。いつか福岡に遊びに行ってみたいです

東京都 頑張ってください

京都府 頑張ってください。

福岡県 飯塚ではないですか福岡在住です。応援してます。

東京都 有効にご活用下されば幸いです、

愛知県
昨年も美味しかったです。

頑張って下さい。

東京都 亡き母の故郷（嘉麻市）に近く、飯塚の話もよく聞いていました。登下校バスなど。。

神奈川県 コロナに負けずに頑張りましょう!

東京都 コロナに負けず頑張って参りましょう。

神奈川県
地元に働く場所がある活力あるまちづくりや文化やスポーツが盛んな健康なまちづくりなどで、幸せを分か

ち合えるまちづくりに取り組んでいる飯塚市を応援します。



神奈川県 子供たちの未来への活動や高齢者を大切にする活動など、幸せを分かち合えるまちづくりを応援します。

愛知県 昨年に引き続きのふるさと納税です。お礼の品も楽しみにしています。

福岡県
以前勤務させて頂きました。

ご発展祈念いたします。

千葉県 コロナに負けずに頑張りましょう。

神奈川県 亡き父が福岡の出身でした！頑張ってください！

神奈川県 いつも美味しく食べています。応援しています。

愛知県 ハンバーグ楽しみです！ 福岡にも行ってみたいです！

福島県 私も福祉の仕事をしているので、役立てて頂ければと思い寄付致します。

静岡県 これからも、ふるさと納税を継続して下さい。

福井県 返礼品のレビューが良いので期待しています！

東京都 応援しています！

青森県 とってもおいしいコーヒーでした。今年もお世話になります。コロナ禍を一緒に乗り越えましょう。

岩手県 私たちのような若者のためになるような使い方をしていただければありがたいです。

北海道 がんばってください！応援しています！

大阪府 以前、訪問したことがあり、素敵な土地柄だと思います。地域の活性化に頑張ってください。

東京都 応援しています。

宮城県 素晴らしい返礼品ですね。とても楽しみにしています！

兵庫県 コロナ吹っ切って、経済繁栄を祈念しております！

鹿児島県 子供たちが健やかに成長しますように。

大阪府 街の発展に期待してます！

福岡県 出身地です、地元に頑張って欲しい。

埼玉県
たくさんの地域が、

住みよい地域になりますように

岐阜県 がんばってください。

熊本県 息子が大学時代住んでおりました。大変お世話になりました。

石川県 コロナで大変ですが頑張ってください

群馬県 頑張ってください

東京都 昨年も寄付させて頂きました。飯塚市の益々の発展をお祈り申し上げます。

長崎県 コロナ禍のなか、皆さん大変でしょうが、頑張ってください。

熊本県 昨年美味しい!と、今年もお願いしますね。

愛知県 コロナが落ち着いたら是非観光したいです。

大阪府 有効にご活用ください。

三重県 がんばってください。

静岡県
リピーターが多く、手軽に美味しいハンバーグを欲しかったので、決めました。 私の住んでいるところから

は、とても遠い九州ですが、FDAを使って、行きたいと思います。

兵庫県
以前、友人宅でこのハンバーグを頂きました！とても美味しい買ったです！微々たる協力ですが、これから

も応援します！

東京都 頑張ってください

神奈川県 福岡県飯塚市のみなさんがいつも健やかに過ごせるように応援しています！

静岡県
コロナ禍で皆様とても大変な時期ですが、負けないでどうぞ 頑張って下さい。飯塚市の発展のために、少し

ですが寄付させて頂きます。

大阪府 コロナやそれに伴う不景気に負けないでお互い頑張りましょう！！

東京都 応援してます！市民の方が元気になるような使い方を希望します。

神奈川県 応援しております。

大阪府 行ったことないですが、この機会に検索してみようと思います。



神奈川県 初めて寄付をしますが福祉の向上に使ってください

大阪府 頑張って下さい

愛媛県 頑張ってください。

愛知県 何回もリピートしてます。 これからも応援してます！

兵庫県 全て子供達が幸せを分かち合えますように

山形県 このハンバーグすごくおいしいです。また注文します。

福岡県
同じ福岡在住です！

福岡をいい街にしていきましょう！！

高知県 筑豊頑張れ!

千葉県 いつもありがとうございます！ものすごく助かっています！

静岡県 台風の被害はどうでしたか？この寄付が少しでも役立つ事を希望します。

北海道 応援しています。

東京都 美味しいお茶の生産を応援しています。

東京都 飯塚市のご発展を祈念しております。

東京都 頑張ってください！ 応援しています！

東京都
毎年、美味しい返礼品をいただいています。 地域のみなさんの少しでもお役に立てるに立てればと思いま

す。

愛知県
お菓子のひよこの生まれ地が飯塚市って知りませんでした。あの皮と中の白あん大好きです。旅行出来るよ

うになったら、行きたいです。

愛媛県 楽しみにしてます

福岡県 飯塚は私の地元ですので、発展するよう頑張ってください！

神奈川県 応援しています！

神奈川県 これからもよろしくお願い致します。

大阪府
リピートです。 一人暮らしの娘から好評で、頑張ってのエールのお品になってます。  小さな、家族の絆の

証、これからも質を落とさず繋いでください。

新潟県 ふるさと納税を飯塚市の教育文化の向上にお役立ていただきますよう希望します。

福岡県 次世代を担う子供たちが元気で生き生きと暮らせますよう、手厚い支援をお願いします。子供は宝です。

愛知県 毎度利用させていただいております。飯塚市の益々のご発展を期待申し上げます。

石川県 コロナに負けずに頑張りましょう

東京都 ふるさと納税をきっかけに知りました。いつか訪れてみたいです。

岐阜県 これからも魅力ある「お礼の品」を期待しています。

東京都 子どもは国の宝。子ども食堂の運営、頑張って下さい。

神奈川県 飯塚頑張れ！

岡山県 頑張って下さい！

東京都 Hope that you will be happy.

福岡県 町づくりの活性化頑張ってください。

神奈川県 いつも美味しい特産品をありがとうございます。

神奈川県 お年寄りではなく、こどもの未来のためにお金を使ってください。

埼玉県 自然災害・コロナ共に乗り切りましょう。

東京都 何かと発信力のある町だとおもっています！！

岡山県 飯塚市が益々発展しますように

東京都

コロナ禍で旅行に行けないので、行ったことのない街にさせて頂きました。コロナで世界が変わってしま

い、今までの価値観や既存概念は覆ってしまいました。自治体の方々は仕事も煩雑になり、非常にご苦労さ

れていると思いますが、陰ながらふるさと納税という形で応援させていただきます。

東京都 コロナにまけず、がんばって下さい

栃木県 子育て応援してます。



千葉県
観光で伺ったとき、とても楽しかったのを覚えています！

コロナが落ち着いたらまた行きたいです。

山形県
安全安心の食の提供をお願いします。

国産が一番です。

東京都 頑張ってください

大阪府 飯塚市のより良い発展にご活用ください。

東京都 俺のばあちゃんが元気にしているか気になります！！！！！！

大阪府 今は大変な時ですが、力を合わせてがんばりましょう！

東京都
東京の清野です。

今後とも飯塚市の発展を心から応援いたしております。

東京都 応援しています

神奈川県 コロナウイルス感染症にまけずにがんばりましょう。

岡山県 ハンバーグ楽しみしています。宜しくお願いします。

千葉県 コロナ禍で色々大変だと思いますが、頑張って下さい！

香川県 仕事で縁があります。頑張って下さい！

神奈川県 去年に引き続きです

福岡県 飯塚市ファイトです！

愛知県 がんばってください。

愛知県 応援しています。

兵庫県 コロナなんか吹き飛ばして活気ある町になることを祈念します。

愛知県 応援しています。

山口県
以前、飯塚市に住んでいました。

愛着がある場所なので、お役に立てれば幸いです。

福島県 これからも美味しい食材を全国に届けてください！

東京都

人生ではじめてのふるさと納税です。

こどもが喜ぶものにしてみたくてとても美味しそうなこちらの返礼品にしてみました。

この機会に飯塚市を知ることができました。

みんなが笑顔になる返礼品をこれから作ってください。応援しています。

東京都 活気のある街、若い人が多く住める街になってください。

三重県

昨年も、寄付させていただきハンバーグを美味しくいただきました。

家族全員大好きです。

仕事をするものとして、食事作りは大きな仕事です。

時短調理したい時、レトルト感がなく手作りと相違ないほどの味です。

群馬県 ふるさと納税事業が成功する事を祈っております。

大阪府 ふるさと納税で応援します。

新潟県 市長、応援しております。

埼玉県 頑張ってください

北海道 コロナに負けずに頑張ってください

千葉県 コロナで厳しいなかですが頑張って乗り越えていきましょう。 いつか福岡にいきたいです！

北海道 コロナに負けないで頑張りましょう。

東京都 ハンバーグ楽しみにしています。地域の盛り上げに少しでも役に立てればと思います！

北海道 元気な町づくりお願いします

東京都
コロナで１年以上旅行していません。

収束したぜひ九州に行きたいと思います。

熊本県 ご発展を祈ります。

宮城県 がんばれ

千葉県 コロナに負けないように頑張りましょう！



滋賀県 頑張って下さい。

大阪府 頑張ってください

大阪府 地域発展の為に頑張って下さい。

千葉県 応援しています！

北海道 コロナ対策に万全を期して下さい。

千葉県 コロナ災害頑張りましょう

神奈川県 大変な時期です。頑張ってください。

東京都 今回で3回目です。 飯塚市のご発展を祈念しております。

埼玉県 まちの発展を応援します。

愛媛県 コロナで大変でしょうが　頑張ってください。

石川県 このハンバーグは毎年楽しみにしております！頑張って下さい。

静岡県 応援してます。

東京都 コロナで頑張っている医療関係者の方やコロナで苦しんでいる方々の為に使って頂けたら幸いです。

東京都 がんばれ

愛知県 憲法を暮らしの中に活かす運営をお願いします。

京都府 観光にも是非力をいれてください

東京都 活性化にしていただけますと幸いです。

埼玉県 コロナ克服に向け頑張っていきましょう

神奈川県 応援してます。頑張ってください。

愛知県 有効に活用してください

大阪府 コロナに負けずに頑張ってください

東京都 地元産業の持続、発展を応援しています

神奈川県 人口が増えることを期待します。

神奈川県 コロナで大変な時期ですが頑張ってください。応援しています。

群馬県 子どもたちの笑顔溢れるまちづくりを推進して下さい。

東京都 子供達の未来に役立てて下さい。

山口県
知人から「美味しいよ」と勧められ、人生初のふるさと納税に！

楽しみに待ってます。

大阪府 豪雨による被害を報道でみる度に胸が痛みます。まちづくりや災害復旧の一助となることを願います。

愛知県 頑張れ！福岡！

東京都 子供達の健全な育成に役立てて下さい

静岡県
コロナが終息したら遊びに行きます。

大変な日が続きますが頑張ってください。

大阪府 ファイト！！！！

愛知県 コロナ禍で、大変かと思いますが少しでもお役に立ちたいと思い、寄付しました。

兵庫県 コロナ禍ですが、頑張ってください。

大阪府 昨年、チーズがとても美味しかったので、またお願いしました。 よろしくお願いいたします。

広島県 福岡の食べ物はすごく好きなのでコロナに負けず頑張って欲しいです。

兵庫県 以前伺ったことがあります。また行きたいです。

京都府 未来ある子供たちのために使ってください。飯塚市のますますのご発展を祈念いたします。

茨城県 よろしくお願い申し上げます。

千葉県 公共交通機関の整備を進めてください

山梨県 頑張って下さい！子供達を応援してます。

鹿児島県 少しでもお役に立てられれば幸いです

福井県
大学生の時に飯塚市に住んでいて、親切にしてもらって感謝してます。

今でも第二のふるさとだと思ってます。

滋賀県 滋賀県から応援しています

東京都 ささやかですが応援します。ハンバーグ楽しみにしております。



大阪府
飯塚市へ微力ながら応援させて頂きます。コロナ感染にくれぐれも気を付けて下さい、美味しいハンバーグ

待ってます。

東京都 地元の産業を今後も大切にしてください。

埼玉県 初めてのふるさと納税です。とても魅力的でした。

東京都 コロナに負けるな！

静岡県 美味しいハンバーグを御礼にいただき有難うござます。３回目のリピートさせていただきます。

福岡県 自然豊かなとても好きな町です。 川の整備や高齢者対策に役立ててください。

東京都 これからも応援しています！

京都府 コロナ禍の子供達が楽しめる本を買って貰えれば嬉しいです。

兵庫県 コロナ禍が続きますが、頑張って下さい。

千葉県 希望する事業のために使用していただけると幸いです。

広島県 コロナや、自然災害に負けず共に頑張りたいです

鹿児島県 九州の中で、旅行先に選ばれるような街づくりを期待しています。

千葉県 是非とも教育、文化の充実を図ってください。

福井県 コロナに負けず頑張ってください。

大阪府 子供達が笑顔で過ごせる町造りを目指して下さい

大阪府 コロナで大変な時ですが 応援しています 頑張って下さい

東京都 いつも美味しくいただいてます

大阪府 コロナが収まったら福岡博多へ旅行に行きたいです。

埼玉県 コロナに負けず頑張ってください。

岩手県 これからも頑張ってください

愛知県 自然災害等色々ありますが、皆さまが元気にお過ごしいただけるよう願っております。

香川県 こんなご時世ですが、子供たちには学びの機会、経験を沢山重ねてほしいです。

京都府 コロナで大変ですが、頑張ってください

東京都
子供の頃に遊びに行った懐かしい場所です。

これからもより良い街づくりにやくだててほしいです。

大阪府 頑張りましょう！

神奈川県 応援しています

愛知県 旅行してみたい

福岡県 応援してます！

北海道 頑張りましょう！

東京都 福岡県は、大学の母校の街で思い入れがあります。これからもっと教育に力を入れて頑張ってください！

埼玉県
福岡は大好きな街です。

早く出張できておいしいものを食べに行きたいです。

神奈川県
今年は雨が多く大変だったと思います。

頑張りましょう。

鹿児島県 コロナで大変な時ですが頑張ってください。

静岡県 頑張ってください！

大阪府 コロナに負けず頑張ってください！

埼玉県 毎年美味しく頂いています。

宮城県 ご発展をお祈り致します

東京都 微力ながら応援させて頂きます。

大阪府 こどもの住みよい町の実現を応援しています！

大分県
去年大変美味しく頂きました。

大変な時期が続頑張って頑張ってください。

兵庫県 ウイルスに負けないでください。

大阪府 頑張ってください。経済の活性化を応援しています。



大阪府 先日の豪雨大変でしたね。有効にご使用ください。

東京都
いつも応援しています。

これからも頑張って下さい。

兵庫県 頑張って！

埼玉県 恵まれない子どもたちへお役立ていただけますでしょうか

熊本県 コロナ対策大変でしょうが頑張ってください。

愛知県
コロナ、長く続く雨、地震、たくさんの不安がありますが、住民の皆様が安心して暮らせる街にしてくださ

い。

兵庫県 一度行ってみたいです！

埼玉県 微額の寄付となりますが、飯塚市の発展に少しでもお役に立てられたら、幸いです。

東京都 頑張れ！

神奈川県 コロナや大雨の水害で大変だと思いますが、頑張ってください。

神奈川県 応援してます。

千葉県 医療関係者です。 同僚の皆さんのケアに少しでも役立てたら幸いです。

三重県 頑張ってください

新潟県 毎年の災害ですが頑張って下さい。

福岡県 応援します！

岩手県

三重県出身で、自宅には紫色のいちじくがあり、食べて育ち、身近な果物でした。が、こちら東北では、ほ

とんど食べる習慣やいちじく自体を知らず…残念…

愛知産の味は舌に覚えがあるはず！なので、新しい新品種の福岡産を食べ比べたいです。

いちじく食べないとストレスです！

大大大大大大大好きです。

東京都 美味しそうです。

神奈川県 高校３年間だけ住んだ土地ですが、両親が出身の地でとても懐かしい地です。

東京都

いつも美味しい返礼品を、ありがとうございます。

遠くではありますが、いつか飯塚市へ行ってみたいです。

その際は、宜しくお願い致します。

熊本県 大雨も降り続いておりますが、どうか、復興整備にお使いください。

北海道 まちづくりにお役立てください！

千葉県 豪雨で大変だったかと思いますが、頑張ってください！

東京都 大雨洪水お見舞い申し上げます。

神奈川県 頑張ってください

北海道 頑張ってください！！

東京都 福岡県飯塚市はとても素敵な町であり、人々が笑顔でくらせる素晴らしい市ですね。応援しています。

東京都 福岡の街つくりの足しにお使いください。

香川県 市民が心豊かになるような街にしてください

京都府
幼い頃、バスでひとり田川に行く時、今は亡き祖父が飯塚まで迎えに来てくれました。

いい思い出いっぱいの飯塚市を応援しています。

三重県 コロナに負けず頑張って下さい。

宮崎県 今後ともよろしくお願いいたします

三重県 コロナ禍、大雨も重なり大変ですが頑張ってください。

東京都
宜しくお願い致します。

マスク試してみます。

神奈川県 災害に負けず頑張りましょう！

大阪府 わずかですがお役に立てれば幸いです。

東京都  自然保護、農業の推進、よろしくお願いいたします。



愛知県
福岡県は行ったことがないので機会があれば旅行で行きます★

ハンバーグ楽しみにしてます(^o^)

神奈川県 コロナに負けないで。

神奈川県
「e-ZUKAスマートフォンアプリコンテスト」での交流等を通じて、若い技術者が育成されることを期待し

ています。

東京都 頑張ってください！

青森県
学会発表で福岡に行く予定だったのですが中止になってしまったので、今後いつか旅行に行ける願いを込め

て応援しています。

埼玉県 コロナで大変ですが、頑張りましょう。

京都府 コロナや天災が落ち着かない状況ですが、みんなで協力して乗り切りましょうま！

東京都 がんばってください。

東京都 がんばってください

愛知県 応援しています・

福岡県 ねこ太郎さん頑張ってください。

長崎県
長女がR3.4月から飯塚市で勤務しております。

応援してますので、頑張って下さい。

宮城県 頑張れ！！

東京都 より良い町作りにお使いください。

京都府 今回の豪雨災害ならず、今までの災害に心よりお見舞い申し上げます。 無理せずお気を付けください。

岩手県 コロナがおさまったら是非福岡へ旅行にいきたいです！

京都府 微力ながら応援しています。

京都府 福岡県飯塚市の発展を期待します。

長野県 コロナに負けず頑張ってください。

新潟県 オートレース場への訪問をしたことがあります。 地域と共栄していただきたいです。

愛知県
九州には美味しいものがたくさんというイメージがあります。 コロナが落ち着いたら行きたいです。 観光に

応援したいです！

神奈川県 初めてふるさと納税をやってみました。 おいしそうな梨楽しみにしています。

愛知県 頑張って下さい。

山口県 良い町飯塚市の発展に期待してます！トム

大阪府 福岡県飯塚市の発展に！

奈良県 コロナの終息が全く見えない中ではありますが、何とか乗り越えれるよう頑張っていきましょう。

奈良県 美味しそうなハンバーグ楽しみにしてます！天候災害てとても大変ですが、頑張ってください！

長野県 応援してます！ 頑張って下さい。

東京都 激しい降雨とコロナ禍ですが頑張ってください！

埼玉県 ふるさと納税、初めておこないます。嘉穂高校卒業生２４期です。 ふるさとの発展を願ってます。

神奈川県 元気で明るい街にしてください

千葉県 文化と教育をしっかりと。やくざの議裏で裏で顔が効く風潮をもうやめませんか！？

神奈川県 飯塚は私の母が長年すごした街です。ふるさとを応援させて下さい。

沖縄県 少しの助け合いが日本中に広がれば良いなと思います。

東京都 子どもたちの教育に役立てていただければと思います。

愛知県 未来ある子どもたちのために使って下さい！

東京都 頑張って下さい

埼玉県
美味しそうなハンバーグ!!  今から届くのが楽しみです。

色々なタイプがありますが ソースが決め手な様子 期待してます。

高知県 地域活性に活用下さい。

大阪府 昨年チーズインハンバーグをいただき、とてもおいしかったのでまた今年も寄付させていただきました。



愛知県 地元ではありませんが頑張って下さい。

兵庫県 2度目の利用です。頑張ってください。

東京都 らしい街づくりを！

鳥取県 子供達のために使って下さい。

宮崎県 コロナで大変ですがお互い頑張りましょう。

大阪府
バリアフリーの街つくり高齢者から赤ちゃんまで安心して過ごせる街つくりに気持ちばかりですが、役立て

てください。

長崎県 コロナに負けずにがんばってください

埼玉県 次世代を担う子供達がスクスクと育ちますように。

京都府
飯塚市ご自慢のデミソースを味わいたく、初めて寄付させていただきます。また自然と都会がうまく溶け

合った移住計画のサイトを見て応援したくなりました。頑張ってください！

京都府 世界に羽ばたく人を次々輩出する街になることを期待しています！

千葉県 少しでも役立てていただけたら幸いです。

沖縄県
これからも応援しています。

飯塚市の発展にご活用下さい??

東京都 ハンバーグ楽しみです。

静岡県 ハンバーグおいしいです。

福岡県 子どもたちの福祉を充実させてください。

東京都 応援しています！

滋賀県 とても美味しかったです。

富山県 頑張ってください!

東京都 皆んなが笑顔でいられる街づくりを目指してください。

兵庫県 飯塚市さんの益々のご発展を応援します。

栃木県 頑張って下さい！

東京都 コロナ禍で大変だとは思いますが、負けずに頑張ってください。

愛知県 応援しています。 頑張ってください。

神奈川県 いちじくの返礼品とは本当に嬉しいです。応援しております！

兵庫県 飯塚市、応援しています！！

東京都 出身は福岡なので、更なる発展を期待しております。

東京都 福岡県に旅行に行ってから大好きになりました。また旅行に行かせていただきます。

東京都 コロナ下ですが頑張ってください。

福岡県 市の発展を願っております。

東京都 ぐあんばれ

宮城県 応援しています！

茨城県 応援します。

東京都 飯塚市のますますの発展を祈っております

神奈川県 梨農家の方に頑張ってほしい!

奈良県 頑張ってください

大分県 飯塚市の市民福祉に役立てて下さい。

長野県 コロナ禍で大変だと思いますが、頑張ってください

大阪府 厳選された美味しい梨を楽しみにしています！

徳島県 コロナ感染と　猛暑に気をつけられ　発展をお祈りしています

群馬県 いつも良い品を取り揃えてくださりありがとうございます。これからも楽しみにしています。

千葉県 コロナが収まったら観光にいきます。

神奈川県 少子の時代に、沢山の子供たちが健やかに育ちますように。

東京都 飯塚市の今後の発展を祈念し、少額の寄付ではありますが、お役に立てれば幸いです

東京都 日本人のための街作りお願いします。



愛知県 これからも新鮮でおいしい食材を作り続けてください！

富山県 お互いにコロナ禍を乗りきりましょう!!

東京都
大変な世の中ではありますが、何とか乗り越えていけますように。いつか落ち着いたら飯塚市へ遊びに行き

たいです。

東京都 コロナに負けるな！頑張ろう！

東京都 初めて寄付させて頂きます。ぜひ地域の活性化に活かしていただければと思います。

東京都 美味しそうな返礼品を用意して頂きありがとうございます。これからも頑張ってください。

東京都 頑張ってください！

京都府 是非税金を役立ててください

奈良県 コロナで大変かと思いますが、頑張ってください。応援しています。

千葉県 コロナが落ち着いたら訪れたいです。それまてばふるさと納税という形で応援していきます。

長崎県 教育に役立ててください！

石川県 町おこしに頑張ってください

東京都 毎年楽しみにしています。今年もよろしくお願いします。

京都府 楽しみにしています！飯塚市のみなさま、まちづくり、頑張ってください！

埼玉県 九州出身です。頑張って下さい！

沖縄県 頑張れ飯塚！！

東京都 コロナに負けないで市民に貢献してくださるようお願い申し上げます。

三重県 九州大好き。コロナに負けずにファイト一発。

大阪府 コロナ禍ですが、お互い頑張りましょう

東京都
教育は地域づくりや国造りの基礎です。運動も勉強も楽しみながら一所懸命に取り組む元気な良い子を育て

てください。

東京都 出来れば、環境問題対策に使って貰えたらと思っています。

大阪府 頑張ってくださいね

京都府 頑張って下さい！

宮城県 よりよいまちづくり応援しています

東京都 がんばれ!!!

長野県 コロナに負けずに頑張って下さい。オリンピックの熱い想いを持ち続けていたいですね。ガンバレ!!飯塚市!

三重県 高齢者や小児の福祉・支援に役立ててください。

茨城県
より良い町づくりに向けて頑張ってください。

応援しています！

兵庫県 頑張って下さい。

千葉県 昨年の返礼品が美味しく、今年もお願いいたします。楽しみにしています。応援しています。

埼玉県 些少ではありますがお役に立てていただければ幸いです。

千葉県 元気に頑張って！

北海道 頑張ってください

愛知県 医療の充実を応援します

埼玉県 ハンバーグいい！

茨城県 飯塚市の未来を担う子供たちの教育・人材育成のお役に立てば幸いです。

神奈川県
いつも寄付させてもらっています。

いつか実際にお邪魔してみたいです。

熊本県 コロナに負けるな!!

愛知県 コロナなど大変だと思いますが、がんばってください！

愛知県 ムキエビの12ヶ月定期便を探しています。ご検討のほど、よろしくお願いします。

岐阜県 まだまだコロナで大変ですが、負けずに頑張りましょう。 そして子供達に明るい未来が訪れます様に。

千葉県 寄付させていただきます。



兵庫県 コロナに負けず頑張ってください

栃木県 コロナに負けるな

兵庫県 地域をあげて文化維持、子育支援応援します。

東京都 嘉穂東高校の卒業生です。飯塚市には母も在住しております。地元活性に貢献できれば幸いです。

山梨県 有効に使っていただけたら嬉しいです。

神奈川県

夫が以前、福岡に本社のある会社に勤めていた関係で福岡には馴染みがあります。夫の出張にくっついて何

度か福岡には行っていますが、だいたい博多近辺で飯塚市には行ったことがありません。今回は返礼品に魅

かれて初めて寄付をさせていただきますが、飯塚市の経済の発展を願っています。

静岡県 楽しい街造りを期待しています。がんばれ飯塚市！

石川県 市政の発展に活用してください。

東京都 コロナ前は家族で旅行に伺ってました。落ち着いたら、また行きます。

茨城県 頑張って下さい、応援してます。

北海道 地方活性化活動を応援します。

東京都 頑張ってください

東京都 コロナで全国のお祭りが中止になっています。頑張ってください。

兵庫県 飯塚市さんの益々の発展を応援します。

岐阜県
コロナ禍における自治体のご苦労に敬意を表します。頑張ってください。連続してハンバーグを頼んでいま

す。

神奈川県 未来を担う子供のために、上手にお金を使ってください！

岡山県 頑張ってください

福岡県 母は嘉穂高校だったそうです。

大阪府 わずかですがお役に立てれば幸いです。

埼玉県 がんばれ飯塚市 青春の門を思い出します。

神奈川県 宜しくお願いします。 頑張ってください。

東京都 頑張ってください！！

大阪府 教育と文化の育成に使ってください。応援しています。

神奈川県 まちづくり、活性化に期待します

東京都 福岡県飯塚市のまずますのご発展をお願い申し上げます。

神奈川県
九州へは行ったことないので、ぜひいつか地元で美味しいいちじく食べたいと思っています。応援していま

す！

兵庫県 飯塚市は日本のふるさとです

埼玉県 頑張ってください。

京都府 是非一度旅行で行きたいと思います。

大阪府 今年も寄付させていただきます！コロナ禍で大変ですがみんなで乗り切りましょう！

千葉県 自然を守ってください

福岡県

最近、外来種や域外在来種を勝手に放したり、ただの雑菌を万能菌と称して水質浄化できるなどとウソをつ

いて雑菌団子を川に投げこんだり、といった環境を破壊する行為が全国の教育現場などで行われています。

子どもたちがそのような偽りの環境保護、バイオテロ教育に騙されないよう教育の充実をお願いします。

福岡県 ささやかではありますが、市民福祉の向上に力になれたらと思います。

福岡県 応援してます。

兵庫県 コロナ禍ですが頑張って下さい！

山梨県 コロナで大変ですがみんなで頑張りましょう！

東京都 市の活性化のために使って欲しい。

埼玉県 頑張って下さい

神奈川県 街づくり応援してます！返戻品もセットで楽しみです！

宮城県 地域のお役に立てれば幸いです。



静岡県

去年に引き続き利用させていただきました。

街づくり応援してます。

頑張ってください

北海道 楽しみにしています！

静岡県 コロナに負けない、人との繋がりを強くする街づくりを目指してください

東京都 応援しています！ ハンバーグは子供が楽しみにしています。

北海道 頑張れ！福岡！明太子大好きです。本場の味を楽しみたいです

埼玉県 素敵な返礼品ありがとうございます。

三重県 昨年は美味しくいただきました。リピーターです。

大阪府 福岡県に一度行きたいと思っています。まちづくりの一助になれば嬉しいです。

栃木県 コロナが終息したら家族全員で旅行に行きたいです

東京都 応援しております！

熊本県 コロナに負けるな！！！

長崎県 コロナに負けず頑張って！

神奈川県 市の活性化に役立てることにつながればと思います。

東京都 今年も寄付します。

愛媛県 ハンバーグ楽しみです。

東京都 良い返礼品でした！これからも期待しています。

新潟県 町の振興に役立ててください。

神奈川県 町の活性化に役立ててください。

熊本県 コロナ禍で大変ですが頑張ってください。

静岡県 コロナで大変ですが頑張ってください！

群馬県 楽しみに待ちます。お弁当に最高です♪

埼玉県 有効に活用してください

大阪府 コロナに負けず頑張って下さい。

奈良県 特に通学路環境の整備、よろしくお願い申し上げます。

埼玉県 飯塚市へは行った事ないのですが、コロナが終息したら是非旅行へ行きたいです。

大阪府 魅力あるまちづくりを応援しています。

東京都 お役に立てれば幸いです。

熊本県 昨年に続くリピートです!

京都府 地方から日本を元気にするような施策に期待しています。

北海道
コロナに負けず頑張ってください

応援しています

東京都 いい街づくり、頑張ってください。

岡山県

初めて寄付させていただきます。

この寄付で少しでもより良い地域にしていただけたらと思います。

美味しいハンバーグも楽しみにしています。

福岡県 頑張って下さい。

大阪府 コロナに負けず、頑張ってください。 応援してます。

埼玉県
口コミを見て初めて寄付します。

新型コロナで大変ですが、いつか気兼ねなく旅行できる時が来たら訪れてみたいです。

千葉県 コロナ感染収束の日まで頑張ってください！！！

東京都
ご当地のお礼のお品を息子より知らされました。

今から楽しみにしております。よろしくお願い致します。がんばって下さい。

山形県 いつもお世話になっております。ありがとうございました。

千葉県 コロナで大変だと思いますが頑張って下さい。



千葉県

乗り越えましょう!

皆様と一緒に　前を向いて

頑張りましょう!

埼玉県 コロナ禍で大変ですが、地域活性化に頑張ってください。

大阪府 いつも応援してます。

奈良県
九州の自然災害ニュースを見聞きする事が多くなりました。 コロナも収まる様子もない状況の中ですがめげ

ずに美味しい物を作って頑張って下さい。 応援してます。

東京都
福岡県出身なので福岡を応援しています！ わずかながらですがふるさと復興に役立てていただけると助かり

ます。

埼玉県 初めての寄附になります！ 楽しみに待ってたいと思います！

岐阜県 はじめて納税します！よろしくお願いいたします！

愛知県 福岡県に行ったら飯塚市に寄ってみます。

北海道 いつも応援しております

北海道 いつも応援しております。

東京都 頑張ってください！

愛知県 これからも頑張って下さい！

神奈川県 ハンバーグ期待しています。

東京都 コロナに負けず頑張りましょう！

福島県 東北福島から子供たちの健やかな成長をお祈りいたします。

東京都 コロナに負けず、頑張って下さい！

大分県 子供が大学通学の為飯塚市に住んでいます。お世話になります。より住み良い町になるよう祈念します。

千葉県 これからも頑張ってください

神奈川県 おいしいハンバーグ作りをますます頑張ってください！

北海道 美味しいハンバーグ。そのための元気な肥育を応援します。

東京都 素敵な返礼品ありがとうございます。

千葉県 頑張って下さい!

神奈川県 若者の皆さん、夢をつかみ取ってください。

兵庫県 おいしいコーヒー楽しみにしています♪

東京都 健康都市作りの一助になれば幸いです。

東京都 次世代につながるまちづくりを応援しています！

東京都 コロナ禍の今、子供達の笑顔のために使って下さい。

大阪府 コロナで大変ですがお互い頑張りましょう

静岡県 前回美味しかったので、再度申込みました。

山梨県 頑張りましょう

東京都 日本の発展のため活動する事業を応援してください。人も含めて

沖縄県 コロナに負けるな

静岡県 みんなでがんばりましょう

兵庫県 がんばってください

石川県 みんなで頑張りましょう!

神奈川県 頑張ってください。

東京都 がんばって飯塚市！！

東京都 いつも素敵なお品をありがとうございます。応援しています

京都府 飯塚市の活性化に役立てて下さい。

神奈川県 頑張って下さい！

大阪府
この珈琲は本当においしい。何度も申し込んでいる。こういう製品をつくる生産者がいることがこの地域の

宝だと思う。産業と地方公共団体が共に潤ういい関係だ。



東京都 オートレース場によく子供の頃に行ってたので、お世話なりました。

東京都 これからもおいしいものを作れる環境を守ってください

千葉県 今年も寄付させていただきます 美味しい明太子が待ち遠しいです

神奈川県 落ち着いたら是非伺いたいです

大阪府 応援します

茨城県 コロナになんか負けていられませんよね！笑顔で乗り越えましょう(笑)

神奈川県 今後も住みやすいまちおこしを期待いたします。

愛知県 コロナ禍での各種対応、例年の台風等自然災害への防災対策などへの尽力に敬意を表します。

大阪府 福岡県出身です。 コロナに負けず頑張ってください。

東京都 頑張ってください。応援しています！

熊本県 教育へ、有効活用して いただきたいです。

兵庫県 応援しております。頑張ってください。

大阪府 コロナに負けず頑張って下さい。

千葉県 子供たちのために使って下さい。

宮城県 子供達が安心して暮らせる街作りに是非励んでください。応援しています。

広島県 昨年も寄付させていただきました。応援しています。

大阪府 飯塚市を応援しています。

福岡県 頑張ってください!

千葉県 コロナ禍大変ですがお互いに頑張りましょう！

北海道
少しでもお役に立てればうれしいです。

がんばってください

広島県 なにかにお役立てください

神奈川県 これを機会に飯塚市を勉強します！

神奈川県 より良い市なりますように願いを込めます。

愛知県 事業者の方々、応援しています。

大阪府 飯塚市の発展と1日も早いコロナウイルスの収束を心よりお祈りしております。

山梨県 貴市の益々の御発展を御祈念申し上げます。

大阪府 より良くなりますように。

福岡県 社会人、初任地で、ずっと応援しています。コロナで大変でしょうが、頑張ってくださいね。

東京都 大変な日が続きますが、是非頑張っていきましょう。

愛知県 有効利用してください

徳島県 緑の多い街にしてください。

東京都 少しでも貢献出来たら嬉しいです。

愛知県 がんばれー

兵庫県 少額ですがお役に立てれば幸いです。

大阪府 何回もありがとうございます。いい仕事してください。

東京都 微力ながら応援させて頂きます。

千葉県 コロナ対策で大変だと思いますがより良い街を目指して頑張って下さい

東京都 応援しています

東京都 コロナに負けずに頑張って下さい。

滋賀県 コロナ禍で大変だと思いますが、頑張ってください。

千葉県 福岡県出身です。応援しています。

千葉県 医療への協力をお願いします。

東京都 毎年のリピートです！ぜひ今度遊びに行きたいです！応援しております。

東京都 ほんの気持ちですが寄付させていただきます。

石川県 コロナで大変ですが市民の皆様の健康と市の発展をお祈りしています



神奈川県

総務省に負けるな

3割は原価ベースの計算で大丈夫です

頑張ってください

兵庫県 コロナに負けず頑張りましょう。

東京都 生活困窮者を助けて下さい。

岐阜県 コロナに負けず、みんなで助け合ってガンバロー！

滋賀県 コロナに負けるな！

神奈川県 今年も寄付いたします。美味しい商品を作り続けてください。

東京都 応援しています。

東京都 子供たちのためにお願いします

東京都 若者が永住したいと思える街作りをお願いします。

千葉県 新型コロナウィルスに負けないで頑張って下さい

京都府 応援をしています。頑張ってください！

群馬県 2回目の申込です。応援しております。

山口県 コロナで大変ですけど、お互い頑張りましょう??

大阪府
まだまだ落ち着かない日が続きますが頑張ってください。

大阪より応援しています。

埼玉県

素敵な返礼品をありがとうございます！

届くのを楽しみにしています。

飯塚市の地域活性化の手助けになれば幸いです。

福岡県 いつも応援してます！

千葉県 １日でも早く、完全復興に向け頑張って

神奈川県 去年も頂きました！いつか行ってみたいです

石川県 コロナが終息したら、遊びに行きたいです。頑張ってください。

埼玉県
飯塚市は観光資源も豊富ですが、コロナ禍で大変だと思います。 市の教育や文化の更なる発展を願っており

ます。

東京都
飯塚市は勤め先があり大変お世話になっています。とても親しみある良い街です。 これからも良い街として

盛り上げていきたいですね。

埼玉県
福岡出身です。チーズハンバーグ昨年も注文し家族に好評でしたのでリピートです！コロナに負けないで頑

張ってください！

熊本県 市民がより良い生活が送れるように応援してます。

兵庫県 以前に注文して美味しかったのでリピートします。届くのを楽しみにしています。

東京都 頑張ってください！

東京都 ガンバレ

埼玉県 子育て支援にお使いください。

岡山県
コロナで大変な福岡県ですが、飯塚市では如何ですか。 我が岡山県でも緊急事態宣言が発令されています。

ハンバーグを頂きながら、家食でがんばっていきたいと思っています。 早く収束すればいいですね。

東京都 コロナに負けず頑張って下さい！

大阪府 美味しいデミグラスソース楽しみにしてます。コロナ落ち着いたら福岡行きます

神奈川県 頑張ってください！

埼玉県 がんばれ～＼(^o^)／

滋賀県 コロナ禍で大変な時期ですが、頑張ってください。

神奈川県

ここ何年か、飯塚市のふるさと納税のハンバーグに寄付をさせていただいております。いつも大変おいしく

色々な方にお分けさせていただいておりますが皆さん喜んでいただいております。今年もぜひリピートした

くて寄付させていただきます。

未来のある子供たちの為に寄附金をご利用ください。



愛知県 コロナ感染しない様、頑張ってほしいです

東京都 美味しそうな明太子ですね！頑張って下さい！

東京都 子供達の健全な育成に役立てて下さい

岐阜県 コロナに負けず頑張って下さい！

福岡県 自然と調和した町作りを応援します。

岡山県 頑張っていきましょう!!

東京都 コロナ禍の中、皆様の安全と地域経済活性化を応援しております。

石川県 コロナ禍で大変だと思いますが応援しています。

東京都
飯塚市へのふるさと納税は今回で3回目です。返礼品を迅速に送っていただき、証明書も丁寧で、安心して寄

付できます。 これからも頑張ってください、応援しています。

埼玉県 福祉活動の充実に頑張ってください。

東京都 頑張ってください

広島県 コロナで大変だとは思いますが、頑張ってください。

北海道 コロナ禍の中　色々不自由な生活をしている子供たちに　少しでも役に立ててほしいです。

東京都 頑張ってください！

神奈川県 コロナ政策に負けず、頑張って産業を盛り上げて人々の生活を守っていってください。

埼玉県 観光や定例行事の更なる促進と世界へ向けてのアッピールに期待する。

東京都 福岡県出身なので、応援しています

鹿児島県 これからも応援しています！

広島県 飯塚市を応援します！

茨城県 頑張ってください。

千葉県 楽しみに待ってます。

静岡県 返礼品のメロンおいしかったです。今年、2回目の寄付です。 飯塚オートレースを盛り上げてください。

大阪府 応援してます！

宮城県 今後とも宜しくお願い致します。

東京都 頑張りましょう

東京都 産業勃興で勢いのある九州を応援してます！

福岡県 いつも美味しく頂いています

東京都 飯塚市出身です。頑張ってください。

千葉県 コロナの渦中ですが、明るく強く頑張ってほしいと思います。

岡山県 色んな返礼品があるので、市の担当者の方頑張っておられると思います。頑張ってください

岡山県 福岡に遊びに行った際は飯塚市へも行ってみたいです！

神奈川県 このような状況大変ですが頑張ってください。

大阪府 頑張ってください応援してます。

岐阜県 コロナ大変ですが頑張って下さい

神奈川県 頑張ってください

千葉県 新しいコンセプトで飯塚が世界に羽ばたくことを祈ります。

東京都 これからも応援します

大阪府 コロナウイルスが一日も早く収束しますようお祈りしております。

広島県 微力ですが福祉向上の一助になればと思います。

広島県 ダチョウ抗体マスクはとても良い商品だと思います。これからも頑張ってください！

愛知県 がんばってください。

東京都 息子がおります。 応援しています。

神奈川県 大変な時期ですが頑張ってください。

埼玉県 コロナ渦のなか医療関係者のみなさん応援します。

岐阜県 コロナに負けず頑張って下さい！



福岡県
昨年もお世話になりました。 美味しかったので、今回は友達にも贈りたいと申し込みました。 宜しくお願い

します

東京都 福岡県飯塚市のますますのご発展をお願い申し上げます。 とても素敵な市だと思います。

香川県 おいしかったので、またお願いします。

香川県 コロナに負けるな。ガンバレ

大阪府 飯塚市の更なるご発展を期待します。

千葉県 子供たちの未来のために寄付をさせていただきます。

福岡県

同じ福岡県民です。

コロナ禍の中大変なときですが、一人一人感染対策に気をつけて、この難局を乗り越えていけるといいです

ね。

福岡県 子どもたちにとって明るい未来をつくってください

北海道 子供たちの住みやすい街づくりをお願いします。

栃木県 コロナウイルスで大変な時期ですが、皆様でしっかり乗り切りましょう。

北海道 少額ですがお役立てください。

広島県
人々がより住みやすい街になりますように！

笑顔あふれる街になりますように！

兵庫県 母のルーツが飯塚だそうです。 発展し続けてくださることを祈っています。

千葉県 みんなが幸せに暮らせる街を作ってください

静岡県 皆様が健やかに生活できますように。

愛知県 頑張って下さい～

神奈川県
両親の故郷である飯塚市。 何度も訪れています。この返礼品は、たまたま入手してた方から聞き、とても高

評価でした。 なので、頼んでみました。それで飯塚市に納税になるなら、なお嬉しいです。

岐阜県 頑張ってください

神奈川県 頑張ってください。

愛知県
このハンバーグが美味しくて、今年もリピートします。

コロナに負けずに、子供の明るい未来を応援します。

埼玉県
コロナ禍の中少しでも生産者様の力になれたらと…

ささやかではごさいますがお互いに頑張りましょう！

神奈川県

総務省に負けるな！

還元率は原価ベース換算で問題なし

コロナにも負けないでください！

茨城県
昨年もお願いし、家族に大好評でした！これからも毎年、頼んでいきたいと思っていますので、頑張ってく

ださい！！

福岡県 飯塚市に親戚がいるのでお役に立てたらと思います。

京都府 頑張って下さい

東京都
子は宝です。教育等に愛情を注いでください！(笑)

強い日本にしましょう！

新潟県
昨年に引き続き応募いたします。 コロナ禍の厳しい日々がまだ続いているなかではありますが、少しでも力

になればと思い応募させて頂きます。

大阪府 就職した当時、勤務先の工場が筑豊地区にあり、 飯塚市に居住しておりました そのご縁でご支援いたします

長崎県 コロナに負けないで頑張って下さい

神奈川県 子供の幸せを第一に考える街であって欲しいです

鹿児島県 ＨＰを拝見し、昨年に続いて寄付させていただきました。取り組み、応援しています！

兵庫県 飯塚市さん、応援しています。

神奈川県 大変な時期ですが、頑張りましょう。

愛知県 コロナ禍の中大変ですが、がんばってください！



香川県
コロナウィルスが　全国的にふえていますが　飯塚市の皆さん　気をつけて　感染しないように　気をつけ

てください。

兵庫県 大変な時ですが、頑張りましょう。

愛知県 コロナに負けず頑張ってください

兵庫県 結婚、出産を増やし、人口増出来る街づくりを目指してください。

神奈川県 みなさんの評判がよいので選択させていただきました。

埼玉県 急ぎません。応援しております。

岐阜県 有意義にお使いください。

愛知県 動物愛護にもぜひ力を入れてください。

愛知県
隅から隅までコミュニティバスを走らせられる様に町の活性化に尽力して活気あふれる町にしてほしい。50

年振りにお邪魔した時に飯塚市をバスで廻ろうとバスターミナルに行って愕然。

香川県 ご活用下さい。

大阪府 応援しています！

岡山県 僅かですが、子供たちのために役立てていただければ幸いです。

長野県 頑張りましょう！

東京都 共に頑張りましょう!

神奈川県 いつも美味しいハンバーグありがとうございます。

茨城県
口コミを見て寄付することに決めました！

おいしそうなハンバーグ楽しみにしています！！！

長崎県 応援してますので、頑張って下さい。

広島県 美味しそうだったから。

神奈川県 美味しいコーヒーありがとうございます。若い人が増える街づくりを期待します！！

埼玉県 コロナに負けるな！

東京都 コロナが落ち着いたら観光したいです。

静岡県 有効に活用願います。

神奈川県
昨年のふるさと納税の返礼品でハンバーグをいただきましたが、今年もリピートしたいと思いまして申し込

みさせていただきました。寄附金につきましては、未来のある子供たちの為に使ってください。

静岡県 コロナ対策も含め、医療福祉が充実されますように。

東京都 前回同様に美味しそうな特産品をありがとうございます。町の発展に頑張ってください。

神奈川県 頑張ってください

愛知県 頑張ってください

愛媛県 コロナで大変でしょうが　頑張ってください。とてもおいしかったので　再度

愛知県
コロナ禍で大変な時なので、感染予防の為、ステイホームに繋がる返礼品は助かります。 これからもよろし

くおねがいします。

埼玉県 まちづくり頑張りましょう

千葉県 美味しそうなお礼の品、楽しみです

東京都 素敵な返礼品をありがとうございます 住みやすい街づくりに活かしていただければ何よりです

兵庫県

飯塚市はとても住みやすいで定評がありますよね！ふるさと納税も結構魅力的なので、敢えてお伝えすると

「ホームページの採用ページの内容がもっと濃くなったら良いのに」と思いました(笑) 雇用も生活も魅力的

な街としてPRしていけば、もっと移住者も増えるかと思います！ただ、やっぱり飯塚グルメ最高です！！！

大阪府 コロナで大変ですが頑張って下さい

東京都 福岡へ行った事がないので、コロナが終わったら行ってみたい。

鹿児島県 頑張ってください。

栃木県 是非とも、将来のある子ども達の教育に活用してください

東京都 コロナにまけず、頑張って下さい



神奈川県
自分自身は遠く関東で生まれ育ち、両親も飯塚出身ではありませんが、もっと前の先祖を追うと飯塚周辺の

出身です。親近感を覚え何度か寄付をしております。

神奈川県 何かのお役に立てれば幸いです。

神奈川県 子育て支援を頑張ってください

大阪府 頑張ってください

和歌山県 がんばれー

兵庫県 頑張れ、飯塚市！！

東京都 これからも活気のある市を作ってください

石川県 未来ある子供達の為に使って頂きたいと思います。

茨城県
コロナ禍の中で子供たちが伸び伸び外で遊べない、学習もままならない未来の子供たちへ充実したカリキュ

ラムで育ててください。

京都府
転勤で3年間住んでいました。近所の方が、親切で温泉にも行きやすく良い思い出となっています。懐かしく

て寄付しました。これからも応援します。

北海道 頑張ってください！

大阪府 少しの寄付金ですが街の経済活動にご活用ください

茨城県 去年に引き続き今年も宜しくお願いします！

静岡県 応援しています

千葉県 コロナ禍の状況ですが、いつまでも負けずに 頑張ってください。

兵庫県 飯塚市の皆様にとってあらゆる良き事が訪れ活気溢れる地域になりますように。

大阪府 仕事でお世話になった町です。より良い街づくり頑張ってください。

神奈川県 コロナにまけずにがんばりましょう

山口県 応援してます!

大阪府 コロナで大変な時ですが頑張りましょう。

神奈川県 お年寄りではなく、子供のためにお金を使ってください。

東京都

お疲れ様です。自治体の皆様も、コロナ禍で大変と思います。ワクチン接種が皆に行き渡る迄は、感染拡大

縮小の繰り返し。マスク、うがい、手洗い、三密回避、地道な活動をするしかありません。頑張りましょ

う。

東京都 未来の子供達のために教育事業をよろしくお願いします。

大阪府 頑張って下さい。

大阪府 なるべく早く欲しいです。お願いします。

山口県 美味しいです。 忙しい時、怠けたい時に重宝しています。

東京都 子供の貧困解消に使っていただけると幸いです。

東京都 頑張ってください

東京都 子供の教育を応援します

大阪府 大変な時期ですが、頑張りましょう！

宮城県
飯塚市さんのハンバーグ家族で大好き！

何度食べても美味しくて毎年寄付させて頂いてます。これからも頑張って下さい。

神奈川県 頑張ってコロナを乗り越えましょう！！

千葉県 皆様健康に気をつけてお過ごし下さい。

東京都
2回目の寄付です！

少しでもお役に立てれば…と。

埼玉県 炭鉱の町、飯塚市の発展を応援します。

千葉県 応援してます。頑張ってください。

東京都 美しいまちづくりを応援します。

東京都 頑張りましょう♪応援してます♪

神奈川県 まじめにコツコツ頑張っている子供達が学校に行けるようにお願い致します。

東京都 コロナに負けずに頑張ってください！



埼玉県 大変な時期が続きますが、頑張って下さい！

神奈川県 地元の方々を応援してます！がんばってください。

和歌山県 昨年も寄付をせて頂きました。美味しいハンバーグでした。益々発展を願っています。

大阪府 応援しています。頑張ってください。

愛知県 昨年妻がいただいて家族全員大好評でしたので今年もハンバーグいただきます

東京都 コーヒー楽しみにしています！！

東京都 コロナに負けず仕事に頑張って下さい。

徳島県
いつも、応援してます。

町づくりに励んで下さい。

徳島県

いつも、美味しいものを選択していただきまして有難うございます。

今年も、返礼品のハンバーグ期待しております。

また、先日は、ふるさと税の証明書を再度送っていただきまして有難うございました。本日4/151に無事届

きました。これからも、飯塚市の町作り、微力ながら応援させていただきます。

神奈川県 コロナなど大変だと、思うので医療の関わる方々に少しでも頑張って頂けたら幸いです。

愛知県 コロナで大変ですが、お互い頑張りましょう！

東京都 頑張ってください。

千葉県 頑張ってください。応援しています。

神奈川県 昨年、当地を旅しました。落ち着いた地域で良い思い出となりました。

香川県 若者ね定住し易い街作りを推進して下さい。

東京都 返礼品楽しみにしています。 頑張ってください！

青森県
前年初めてふるさと納税利用しましたが、こちらの返礼品を息子がとても気に入り、今年も利用させて頂き

ます。市民の皆さんの為に頑張って下さい。

埼玉県 大変な時期ですが、頑張りましょう。必要な事業に少しでも役立てれば幸いです。

山口県 コロナで大変ですが、頑張って下さい

北海道 子供のために使って下さい!!

東京都 住みやすい町での産業発展をお祈りいたします。

千葉県 コロナがおさまったら旅行に行きます。頑張ってください

東京都 応援しています

東京都 飯塚市の発展を祈念しております。

福島県
２回目の応援となります。 まだまだコロナ渦ですが、落ち着いたら福岡へ行きたいとおもいます。 皆さんも

お身体には充分気をつけてお過ごしください。

福岡県 コロナで大変な時期ですが、頑張ってください。

熊本県 どの自治体もコロナで大変ですが飯塚市もコロナに負けずに頑張って下さい

京都府 未来を担う子供達の為に使って下さい。

愛知県
コロナ対策費用に使ってください。

応援しています

兵庫県 応援しています！

北海道 効率的に活用して下さい！

静岡県 なかなか落ち着かないコロナで大変でしょうが、がんばって下さい。応援しています！

愛知県 頑張ってください

大阪府 貴市の益々のご発展と魅力的な町作りをお祈り申し上げます。

福岡県 道路整備の足しにしてください。

熊本県 コロナで大変ですが、頑張って下さい。

埼玉県 コロナの影響で大変かと思いますが、ワクチンが進めば落ち着くと思いますので頑張ってください。

兵庫県 コロナに負けず頑張りましょうね！

静岡県 子供たちの育成に活用してください。

沖縄県 税金の有効を！

東京都 大変な世の中ですが、共に頑張りましょう



東京都 コロナ禍で大変でしょうが頑張ってください

神奈川県 応援しています。

茨城県 昭和２６年筑豊の香月町で生まれました。当時は炭鉱全盛期でした。筑豊の再生を祈念しています。

福岡県 今大変な時ですが力を合わせて乗り切りましょう

静岡県
初めて寄付させていただきます

非常に楽しみです

奈良県 頑張れ飯塚！

埼玉県 初めての寄付です。

千葉県 コロナが落ち着いたから福岡に遊びにいきます

福井県 コロナ渦に負けない元気な子供たちを応援します。

滋賀県 御市のご発展をお祈りいたします。


